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金沢大学の取組み

学生に関すること

ご連絡・お問合せ先

表紙の写真

新しい組織

将来の教育体制

将来の研究体制

設置予定の学類

現在の学類

理工研究域に先端製造技術開発推進センターを設置！ ●上部の写真
　構内通路から見た自然科学本館（春）
●下部の写真
　集中講義を行うジャン＝ピエール・ソヴァージュ先生

※表紙写真の説明は、裏表紙にあります。
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数物科学類、物質化学類、機械工学類、
フロンティア工学類（仮称）、電子情報通信学類（仮称）、
地球社会基盤学類（仮称）、生命理工学類（仮称）

数物科学類、物質化学類、機械工学類、
電子情報学類、環境デザイン学類、自然システム学類

平成28年4月に学士課程・
大学院課程における基幹教育
（学士課程、修士課程及び
博士課程それぞれの教育の
基盤をなす教養的教育）を推
進する「国際基幹教育院」が
設置されました。

１　平成30年度に本学と北陸先端科学技術大学院大学との共同
申請による分野融合型の共同大学院として「融合科学共同専
攻（仮称）」を設置し、「科学技術イノベーション」を担う高度専
門人材を養成します。

２　平成30年４月からさらなる理学と工学の分野融合的な観点
を基盤とし、新たな価値を創出できる理工系人材を養成するた
め、これまでの 6学類を7学類に改組する予定です 。

また、改組に合わせ、本学の環日本海域環境研究センター臨海
実験施設近くに海洋に関する教育研究実験施設の整備計画も進
めています。
これらの改組に伴い、入試制度も変わります
●理工3学類（機械工学類、フロンティア工学類（仮称）、電子情

報通信学類（仮称））に前期一括入試が導入されます。
●理系後期一括入試が導入されます。
●後期試験では、大学入試センター試験「英語」で外部試験ス

コアの提出が可能になります。

このセンターは、個性や感性に応じた個別設計・生産を迅速に
行う次世代スマート設計生産システムを構築し、工作機械メー
カーが集積する石川県という地域性を活かし、産学連携・国際連
携による第4次産業革命を主導する製造業の競争力強化のための
拠点となることを目的として、以下の3つの部門を擁して平成28年
10月に設立されました。

●機械学習を活用した革新的設計部門
●ＡＭやロボットを用いた革新的製造部門
●ＣＦＲＰ成形法と応用部門

※AMとは：いままでの切削加工ではなく、AM（付加製造（Addit ive 
Manufacturing））は材料の付着によって立体物をつくる加工法

※CFRPとは：炭素繊維強化プラスチック（Carbon Fiber Reinforced 
Plastics）。金属に代わる様々な用途が想定されています。

（平成29年3月現在予定）

※平成28年度入学生から，2学期4クォーター制で授業を実施
※青字は自然科学研究科博士前期課程入試関係事項

平成29年度キャンパススケジュール

理工学域関係事項
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春季休業（～4/9まで）
共通教育科目履修ガイダンス
2年生オリエンテーション（～4/6まで）
編入学オリエンテーション（4/4,4/6）
2年生教員免許･介護等体験ガイダンス
学類オリエンテーション（～4/5まで）
定期健康診断（新入生）（～4/6まで）
3・4年生平成28年度後期成績通知表交付（～4/6まで）
入学宣誓式
定期健康診断（在学生）（～4/27まで）
春季休業終了
前期・第1クォーター授業開始
教育実習事前指導（数学・理科）
教育実習開始（期間2・4週間）
介護等体験事前指導
編入学試験（B・C選抜）
第1クォーター授業終了
第2クォーター授業開始
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学願書（数物科学専攻、
物質化学専攻化学コースを除く）受付（～6/16まで）
編入学試験（A・B選抜）
平成30年度入学試験(推薦・一般選抜B試験）
平成30年度入学試験(推薦）合格者発表
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学願書（数物科学専攻、
物質化学専攻化学コース）受付（～7/26まで）
理学の広場
夏季休業期間開始（～9/30まで）
キャンパスビジット（～8/8まで）
夏季一斉休業期間（～8/16まで）
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学試験(一般選抜)（～8/23まで）
附属学校教育実習開始（期間4週間）
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学試験(一般選抜)合格者発表
9月卒業者学位記授与式
平成29年度前期成績通知表交付
10月期入学宣誓式
後期・第3クォーター授業開始
大学祭休講（～10/30まで）
ふれてサイエンス＆てくてくテクノロジー
教員免許状申請手続締切(卒業予定者)
推薦入試Ⅰ
第3クォーター授業終了
第4クォーター授業開始
冬季休業開始（～1/8まで）
教育実習事後指導（数学・理科）
授業再開
大学入試センター試験に伴う休講
大学入試センター試験（～1/14まで）
春季休業期間開始（～3/31まで）
TOEIC-IP（1年生）（～2/14まで）
平成30年度入学者選抜試験個別学力検査（前期日程）
平成30年度入学者選抜試験個別学力検査（後期日程）
学位記授与式、伝達式

日 曜日月

30年

1 土
3 月

4 火

7 金

9 日
10 月
上 旬

中 旬
27 土
7 水
8 木
12 月

24 土
8 土
19 水
20 木

上 旬
4 金
7 月
11 金
22 火
上 旬
1 金
26 火
下 旬
1 日
2 月
27 金
下 旬
上 旬
下 旬
1 金
4 月
27 水
下 旬
9 火
12 金
13 土
10 土
13 火
25 日
12 月
22 木



4/7　平成28年度金沢大学入学宣誓式を挙行
理工学域664名、自然科学研究科博士前期課程416名、

後期課程37名の新入生を迎えました。

  　
7/30　GSC第1回公開ステージを開催

金沢大学グローバルサ
イエンスキャンパス（GSC）
「世界でかがやく科学技
術イノベーション人材の育
成」第1回公開ステージを
開催しました。この金沢大
学GSCは、高校生等を対
象に将来グローバルに活
躍しうる科学者・技術者の育成を目指し、実施するもので、
今回は石川県、富山県、新潟県、岐阜県から高校生約40人
が参加しました。

今後は、第1（基礎）ステージ、第2（展開）ステージへと進
み、第2（展開）ステージでは、受講生の興味に基づく研究
活動を行い、受講生の中から、海外への研究機関・企業等
への短期派遣等も行う予定です。

8/8　「小中学生のためのものづくり教室」を開催
「ものづくり教室」には、小中学生約60名が参加、指導

員や学生アシスタントの補助
のもと、工作機械での金属
切削を行い「ミニハンマー」
を、半田付けなどを行いなが
ら「ちいさいパソコンを作っ
て、ゲームを作ろう！」を作製
しました。

8/8　「理学の広場～夏休み高校生のための理学体験
セミナー～」を開催

石川県教育委員会との共
催で数学、物理、情報・計算
科学、化学、生物、地学の6
種類のセミナーに分かれ、高
校生等97名が参加しました。
参加者は、実習・実験などを
通して、最先端のサイエンス
（理学）を体験しました。

8/9・10　オープンキャンパスを開催
2日間にわたり、約2,600名の高校生が理工学域を訪れま

した。体験プログラムや在学生との懇談を通じ、本学への
理解を深めました。

　

9/24　モノづくり実践プロジェクト最終審査会を開催
本学の学生と金沢美大の学生がチームを組み、工学と芸

術的視点が融合したモノづくりを競うコンテストの発表・最
終審査が行われました。最優秀賞には車を持っていない学

生が移動する際に相乗り
させてくれるほかの学生
を探すことができるアプリ
「相乗りマッチングアプ
リ　CarPool」が選ばれま
した。

9/26　平成28年9月期金沢
大学学位記授与式を挙行

理工学域5名、工学部1名、
自然科学研究科博士前期課
程29名、後期課程16名に学位
記が授与されました。

10/1　平成28年10月期金沢大学入学宣誓式を挙行
自然科学研究科博士前期課

程25名、後期課程44名の新入
生を迎えました。秋入学として
入学宣誓式を行うのは、昨年
に引き続き2回目で、進行はす
べて英語で行われました。

10/16　いしかわモノづくりトライアルに出展
パソコンソフトで自由に描いた自分の絵をレーザー加工

機でキーホルダーを作成することができる企画に小学1年生
から中学1年生までの32名
が参加しました。パソコン
で絵を描いている子供たち
の顔は真剣そのもので、出
来上がったキーホルダーを
手にするととても嬉しそう
でした。

10/29・30　第53回金大祭、ホームカミングデイを開催
今年のテーマは「Take a  

step!」このテーマは、仲間と
団結し、市民の皆さまと交流
を深め、更なる地平を目指そ
うという思いから生まれたも
のです。当日は学生の自主企
画による講演会、ライブ、喫茶、映画上映会などが行われ、
多くの来場者で賑わいました。

29日には第10回金沢大学
ホームカミングデイも開催さ
れ、約200名の卒業生等が参
加しました。

また、ホームカミングデイに併
せ第5回留学生ホームカミングデ
イシンポジウムが開催され、学
内外から留学生同窓生、留学生
ら約80名が参加しました。

10/29　理工学域秋のオープンキャンパス ふれてサイ
エンス＆てくてくテクノロジーを開催

大人から子供まで約1,200
名が参加、楽しくてためにな
る37の企画でサイエンスとテ
クノロジーの世界にひたりま
した。学生アシスタントも大
活躍してくれました。

11/30　第8回北陸理工系企業研究・技術開発マーケット
～OB・OGが最先端の技術・研究の現場を語る～を開催

4 5 社の企業等が出展
し、約800名の本学学生・
院生たちと本学OB･OG
の企業技術者との技術交
流（情報交換）が活発に
行われました。

12/15・16 平成28年度後期全学海外渡航学生向け
危機管理オリエンテーションを開催

このオリエンテーションは本学の海外渡航学生全員に対
し、渡航時の学内手続きの
徹底と海外でのリスク管理
意識の向上を目的とするもの
です。海外留学・渡航に関す
る説明会、講演会は適宜開
催されていますので、必要に
応じて参加することになって
います。

友交会会長からご挨拶
金沢大学理工学域友交会会員のご家族の皆様におかれ

ましては、平素より理工学域の教育に対し多大なご理解と

ご協力を賜り、衷心より御礼申し上げます。

平成28年度から、文部科学省は国立大学の機能強化と

方向性に応じた取組みをきめ細かく支援するため、予算上、

「3つの重点支援の枠組み」を作成いたしました。本学は

「主として、卓越した成果を創出している海外大学と伍して

全学的に卓越した教育研究、社会実装を推進する取組み」

を行うことを選択いたしました。旧帝大を含む15の大学とさ

らには世界を相手とする大変厳しい選択ではありますが、

本学の着実な取組みが評価され、平成29年度の概算要求

では、再配分率が100.9％となり、前年比20.7％増を獲得す

ることができました。また、教育面では教育の基盤をなす

教養的教育を学ぶ国際基幹教育院が本年度に設置され、

加えて、平成30年度から理工学域を現在の６学類から７学

類に改組し、新たなスタートを切る予定です。

さて、国立近代美術館の別棟・工芸館が平成32（2020）

年夏をめどに兼六園に隣接する本多の森地区に移転するこ

とが決まりました。以前、金沢大学はその移転地の近くの

金沢城内に文系学部・理学部（さらに古く言えば、理学部

は現在の「いしかわ四高記念公園」にありました。）があ

り、工学部は小立野にキャンパスを構えていたことはご承知

のことかと思います。現在、金沢城にあっては藩制期の様

子が徐々に再現されつつありますし、小立野キャンパスに

あっては金沢美術工芸大学と石川県立図書館が移転する

予定となっております。金沢にお越しになるときには、定番

の観光スポットに加え、これらの金沢大学ゆかりの地をご

覧いただくことも違う楽しみかと思います（蛇足ですが、ま

るびぃこと「金沢21世紀美術館」は附属学校跡地に建設さ

れました。）。

ややノスタルジックなお話をしてまいりましたが、金沢大

学は滞まることなく常に新たな皮袋を準備し続け、皆様の

ご協力・ご叱咤という新たな葡萄酒を一滴も取りこぼすこ

となく前に進んでまいります。そのためには今後とも金沢大

学理工学域友交会の皆様からのご鞭撻が重要です。引き

続き一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

青木 健一

理工学域友交会会長
理工学域長

News&Topics 金沢大学理工学域のニュース ＆ トピックスは、webでご覧いただけます。
金沢大学>学域・学類・大学院等>理工学域  https://www.kanazawa-u.ac.jp/colleges/20_seニュース ＆ トピックス
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本学リサーチプロフェッサー（招へい型）
ジャン＝ピエール・ソヴァージュ教授が
ノーベル化学賞を受賞

本学のリサーチプロフェッサー（招へい型）であるジャン=ピエー
ル・ソヴァージュ先生（フランス・ストラスブール大学名誉教授）が、
2016年のノーベル化学賞を受賞されました。授賞理由は「分子機械
の設計と合成に関する研究」です。

ソヴァージュ先生は、リサーチプロフェッサーとして、物質化学系
の教員によって構成される本学独自の取組み「超然プロジェクト」
の１つである「超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成」に
参画され、研究や運営面に関し、助言や評価等の協力をいただいて
います。

平成28年5月には2週間来学され、研究に対する助言だけではな
く、学生らに英語で講義も行っていただきました。

その後、ノーベル賞受賞が決定
した直後の10月24日に再来日して
いただき、翌日に物質化学類及び
自然科学研究科物質化学専攻の
学生を対象にした集中講義を行っ
ていただきました。

リサーチプロフェッサー：優れた研究力を有する教員を確保するとともに研究
に専念する環境を整備し、本学全体の研究力強化を図るためのリサーチプロ
フェッサー制度に基づき、任命されるもの。招へい型、登用型、若手型の３つ
があり、招へい型は、極めて顕著な業績を有する国内外の研究者を招へいす
る際に適用されます。
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8/8　「理学の広場～夏休み高校生のための理学体験
セミナー～」を開催

石川県教育委員会との共
催で数学、物理、情報・計算
科学、化学、生物、地学の6
種類のセミナーに分かれ、高
校生等97名が参加しました。
参加者は、実習・実験などを
通して、最先端のサイエンス
（理学）を体験しました。

8/9・10　オープンキャンパスを開催
2日間にわたり、約2,600名の高校生が理工学域を訪れま

した。体験プログラムや在学生との懇談を通じ、本学への
理解を深めました。

　

9/24　モノづくり実践プロジェクト最終審査会を開催
本学の学生と金沢美大の学生がチームを組み、工学と芸

術的視点が融合したモノづくりを競うコンテストの発表・最
終審査が行われました。最優秀賞には車を持っていない学

生が移動する際に相乗り
させてくれるほかの学生
を探すことができるアプリ
「相乗りマッチングアプ
リ　CarPool」が選ばれま
した。

9/26　平成28年9月期金沢
大学学位記授与式を挙行

理工学域5名、工学部1名、
自然科学研究科博士前期課
程29名、後期課程16名に学位
記が授与されました。

10/1　平成28年10月期金沢大学入学宣誓式を挙行
自然科学研究科博士前期課

程25名、後期課程44名の新入
生を迎えました。秋入学として
入学宣誓式を行うのは、昨年
に引き続き2回目で、進行はす
べて英語で行われました。

10/16　いしかわモノづくりトライアルに出展
パソコンソフトで自由に描いた自分の絵をレーザー加工

機でキーホルダーを作成することができる企画に小学1年生
から中学1年生までの32名
が参加しました。パソコン
で絵を描いている子供たち
の顔は真剣そのもので、出
来上がったキーホルダーを
手にするととても嬉しそう
でした。

10/29・30　第53回金大祭、ホームカミングデイを開催
今年のテーマは「Take a  

step!」このテーマは、仲間と
団結し、市民の皆さまと交流
を深め、更なる地平を目指そ
うという思いから生まれたも
のです。当日は学生の自主企
画による講演会、ライブ、喫茶、映画上映会などが行われ、
多くの来場者で賑わいました。

29日には第10回金沢大学
ホームカミングデイも開催さ
れ、約200名の卒業生等が参
加しました。

また、ホームカミングデイに併
せ第5回留学生ホームカミングデ
イシンポジウムが開催され、学
内外から留学生同窓生、留学生
ら約80名が参加しました。

10/29　理工学域秋のオープンキャンパス ふれてサイ
エンス＆てくてくテクノロジーを開催

大人から子供まで約1,200
名が参加、楽しくてためにな
る37の企画でサイエンスとテ
クノロジーの世界にひたりま
した。学生アシスタントも大
活躍してくれました。

11/30　第8回北陸理工系企業研究・技術開発マーケット
～OB・OGが最先端の技術・研究の現場を語る～を開催

4 5 社の企業等が出展
し、約800名の本学学生・
院生たちと本学OB･OG
の企業技術者との技術交
流（情報交換）が活発に
行われました。

12/15・16 平成28年度後期全学海外渡航学生向け
危機管理オリエンテーションを開催

このオリエンテーションは本学の海外渡航学生全員に対
し、渡航時の学内手続きの
徹底と海外でのリスク管理
意識の向上を目的とするもの
です。海外留学・渡航に関す
る説明会、講演会は適宜開
催されていますので、必要に
応じて参加することになって
います。

友交会会長からご挨拶
金沢大学理工学域友交会会員のご家族の皆様におかれ

ましては、平素より理工学域の教育に対し多大なご理解と

ご協力を賜り、衷心より御礼申し上げます。

平成28年度から、文部科学省は国立大学の機能強化と

方向性に応じた取組みをきめ細かく支援するため、予算上、

「3つの重点支援の枠組み」を作成いたしました。本学は

「主として、卓越した成果を創出している海外大学と伍して

全学的に卓越した教育研究、社会実装を推進する取組み」

を行うことを選択いたしました。旧帝大を含む15の大学とさ

らには世界を相手とする大変厳しい選択ではありますが、

本学の着実な取組みが評価され、平成29年度の概算要求

では、再配分率が100.9％となり、前年比20.7％増を獲得す

ることができました。また、教育面では教育の基盤をなす

教養的教育を学ぶ国際基幹教育院が本年度に設置され、

加えて、平成30年度から理工学域を現在の６学類から７学

類に改組し、新たなスタートを切る予定です。

さて、国立近代美術館の別棟・工芸館が平成32（2020）

年夏をめどに兼六園に隣接する本多の森地区に移転するこ

とが決まりました。以前、金沢大学はその移転地の近くの

金沢城内に文系学部・理学部（さらに古く言えば、理学部

は現在の「いしかわ四高記念公園」にありました。）があ

り、工学部は小立野にキャンパスを構えていたことはご承知

のことかと思います。現在、金沢城にあっては藩制期の様

子が徐々に再現されつつありますし、小立野キャンパスに

あっては金沢美術工芸大学と石川県立図書館が移転する

予定となっております。金沢にお越しになるときには、定番

の観光スポットに加え、これらの金沢大学ゆかりの地をご

覧いただくことも違う楽しみかと思います（蛇足ですが、ま

るびぃこと「金沢21世紀美術館」は附属学校跡地に建設さ

れました。）。

ややノスタルジックなお話をしてまいりましたが、金沢大

学は滞まることなく常に新たな皮袋を準備し続け、皆様の

ご協力・ご叱咤という新たな葡萄酒を一滴も取りこぼすこ

となく前に進んでまいります。そのためには今後とも金沢大

学理工学域友交会の皆様からのご鞭撻が重要です。引き

続き一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

青木 健一

理工学域友交会会長
理工学域長

News&Topics 金沢大学理工学域のニュース ＆ トピックスは、webでご覧いただけます。
金沢大学>学域・学類・大学院等>理工学域  https://www.kanazawa-u.ac.jp/colleges/20_seニュース ＆ トピックス

4月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

本学リサーチプロフェッサー（招へい型）
ジャン＝ピエール・ソヴァージュ教授が
ノーベル化学賞を受賞

本学のリサーチプロフェッサー（招へい型）であるジャン=ピエー
ル・ソヴァージュ先生（フランス・ストラスブール大学名誉教授）が、
2016年のノーベル化学賞を受賞されました。授賞理由は「分子機械
の設計と合成に関する研究」です。

ソヴァージュ先生は、リサーチプロフェッサーとして、物質化学系
の教員によって構成される本学独自の取組み「超然プロジェクト」
の１つである「超分子による革新的マテリアル開発の拠点形成」に
参画され、研究や運営面に関し、助言や評価等の協力をいただいて
います。

平成28年5月には2週間来学され、研究に対する助言だけではな
く、学生らに英語で講義も行っていただきました。

その後、ノーベル賞受賞が決定
した直後の10月24日に再来日して
いただき、翌日に物質化学類及び
自然科学研究科物質化学専攻の
学生を対象にした集中講義を行っ
ていただきました。

リサーチプロフェッサー：優れた研究力を有する教員を確保するとともに研究
に専念する環境を整備し、本学全体の研究力強化を図るためのリサーチプロ
フェッサー制度に基づき、任命されるもの。招へい型、登用型、若手型の３つ
があり、招へい型は、極めて顕著な業績を有する国内外の研究者を招へいす
る際に適用されます。
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あなたの を教えてください！夢・目標
応援します！

数物科学類・２年

中本 柚良さん

物理の奥深さを人に伝えたい

私は理科(物理)の教員を目指しています。
高校生のときに物理の先生が宇宙について
熱く語られるのを聞いて、宇宙の大きさや現
象の多様さにとても感動しました。そして、普
段、何気なく見ている空や星にまつわる深い
神秘を探究し、その感動を人に伝える、そんな
仕事に私も就きたいと思うようになりました。
物理の教員になるのは容易ではありません
が、しっかりと勉学に励み、物理のさらなる魅
力を発掘していきたいと思っています。

物質化学類・２年

水野 克彦さん

私は物質化学類という化学を専門とする
学類に入りました。しかし、高校時代の私はそ
こまで化学が好きではなく、数学や地理の方
に興味・関心を抱いていました。それでもこの
学類に入ったのは、高校時代の先生が、「化
学は研究がまだあまり進んでいない分野もあ
るから面白いよ」と仰っていたからです。元々、
ものづくりや試行錯誤が好きだったので非常
に感銘を受けました。世界で誰もやっていな
い研究をして世界中の人を幸せにする、これ
が私の夢です。

機械工学類・２年

松井 優里さん

私は機械音痴です。また、高校の時に苦手な
教科は物理と数学でした。そんな私が機械工
学類に進んだのは父の助言があったからで
す。私には明確な将来の夢がありませんでし
た。父はそんな私に、機械に進んだらその先に
はいろいろな道が広がっていると教えてくれま
した。

実際に機械工学類に進むと、機械音痴な
私でも興味の持てる授業が多く、物理や数学
も嫌がらずに向き合えば面白いと感じるように
なりました。今、私は医療機械や福祉機械の
分野に関心を持っています。この道が自分の
進む道なのか、また、違う道なのかはまだ分か
りません。私の前にはたくさんの道が広がって
いるのだから。

電子情報学類・1年

ヌルル ナジュワさん

将来、私は素晴らしいソフトウェアエンジニ
アになりたいです。昔からずっとコンピュータや
ソフトウェアを作ることに興味がありました。ま
た、とても難しいと言われるプログラミングに
も興味がありました。今、私は、プログラミング
を深く学ぶために電子情報学類で勉強して
います。そして、夢を叶えて世界中の誰にでも
役立つソフトウェアを構築したいと思います。
私は夢を実現するため大学に入ったので、最
後まで頑張ります。

環境デザイン学類・２年

笹谷 直央さん

幼い頃から、物を作ったり、デザインをしたり
することが好きだったので、土木や建築を学
ぶこの学類に進学を決めました。しかし、勉強
するに当って、ある教科や分野に強いこだわ
りがあるわけではありませんでした。そのため
私の今の夢、目標は、自分の学びたいことを
自分の手で見つけるということです。自由度が
高く、多くの時間を与えられた大学生という時
間は本当に貴重だと感じます。この時間と環
境を大切にして日々様々なことを吸収していき
たいと思います。

自然システム学類・２年

笠原 奈々美さん

私はまだ大学を出てからどんな職業に就き
たいとか、どんなことをしたいというのがはっ
きりと決まっていません。自分のしたいことが
明確に決まっている人を見ると羨ましく感じま
す。現時点の私の夢は自分の進む道をしっか
りと決めることです。授業で学んで興味を
持ったことや自分で知りたいと思ったことを
積極的に調べることで自分がこれから何をし
ていきたいのかを見つけていきたいと思い
ます。

Dreams/Goals

誰もやっていない研究をして
世界中の人を幸せに

Dreams/Goals

Dreams/Goals

無限に広がる可能性
Dreams/Goals

素晴らしいソフトウェア
エンジニアになりたい

Dreams/Goals

自分で自分の道を
切り開きたい！

Dreams/Goals

自分のやりたいことを
見つける

Dreams/Goals

その他、こんなことができればいいな、あんなことに友交会が協力してくれないかなとのご要望が
ございましたら、ご連絡ください！

そのほかの事業就活・院試用の証明写真

理工学域友交会の事業として2回実施
●1回目／「目指せ700点！」毎週月・木曜日　16:30～18:30（11/10,14,17,21,24　全５回）
●2回目／「目指せ700点 TOEICテスト直前対策」毎週月・木曜日　16:30～18:30（12/15,19,22,1/16,19 全５回）

「TOEIC対策講座」に参加

自然システム学類・１年

中山 童夢さん

主な友交会事業のご紹介　
友交会が平成25年4月に設立されてはや丸4年！
友交会事業もニーズに応じて随時充実させていきます。

今回、私は、TOEIC対策セミナーを受講しました。なぜこ
れを受講したかというと、TOEICは今年度から、新形式に
変わり、今までより問題量が増えたり、一部、問題形式が変
わったりと、難しくなっていて、勉強をする際のポイントやど
のように学習したらスコアUPできるかなどを学ぶ良い機会
だと思ったからです。

先生はTOEICの各パートにおけるポイントや解き方のセ
オリーなどを実践的な演習で説明しながら、指導してくれま
した。様々なレベルの受講者がいる中で、一つ一つの質問
にしっかりと答えてくれ、わかりやすく進めてくれたので、皆
が充実した講座を受けられたと思います。毎回の講座の中
で、ポイントを押さえ、解き方のコツをつかんでいき、回を経
るごとに得点が上がり嬉しかったし、それがまた次のモチ
ベーションにつながりました。

今後も学んだポイントを押さえつつ、継続的な努力をし
て、さらなる得点の向上を目指したいと思います。講師の先
生、理工学域友交会様、このような講座を開いていただき、
ありがとうございました。

回を経るごとに得点が上がり
次のモチベーションに
つながりました。

数物科学類・４年

中山 健太さん

私はこれまで自分で購入した参考書や問題集を使って
勉強し、何度かTOEICを受けてきました。しかし、自分の
思っているほどの点数が取れず、自分の勉強法での限界を
感じていました。そこでTOEIC対策講座に今までとは違っ
た勉強方法を学ぼうと思い参加しました。講座ではTOEIC
のパートごとのポイントや問題を解くテクニックに加えて、今
後、継続的に英語を習得する勉強方法を知ることができま
した。講座は各問題のポイントを解説した後に、実際に問
題を解くという形で進められていました。また、配付される資
料には試験での頻出単語が記されており、今後の勉強に
役立つものだと感じました。講座の最終日には実際に模擬
試験を行い、これまでの成果を確認しました。結果は前回
受けたTOEIC試験の点数よりも70点ほど上がっており、講
座での成果を実感することができました。

今後はまず700点を達成し、その後は800、900点と段階
的に自分の目標を掲げ、それに向かって努力していきたいと
思います。

自分とは違う
勉強方法を学ぶ。

平成28年度
TOEIC
対策講座

1/30～1/31、3/6～3/7、3/14～3/15の
３回、３年生のみを対象とした「就活・院試
用の証明写真」撮影を実施しました。今回
は時期を見直し、金沢大学生協とのタイ
アップでプロのヘアメイク・ヘアセットを受け
た上で、撮影できるようになりました。

Yukokai
Projects

●にこ☆りこ Vol.4の発行
金沢大学の現状の取組みをご理解いただくために年

度途中に発行しました。

●各類主催事業への補助
各類が独自に行っている事業に補助を行っています。

例：学生と教員との懇談会、実験器具購入時の負担軽減
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数物科学類・２年

中本 柚良さん

物理の奥深さを人に伝えたい

私は理科(物理)の教員を目指しています。
高校生のときに物理の先生が宇宙について
熱く語られるのを聞いて、宇宙の大きさや現
象の多様さにとても感動しました。そして、普
段、何気なく見ている空や星にまつわる深い
神秘を探究し、その感動を人に伝える、そんな
仕事に私も就きたいと思うようになりました。
物理の教員になるのは容易ではありません
が、しっかりと勉学に励み、物理のさらなる魅
力を発掘していきたいと思っています。

物質化学類・２年

水野 克彦さん

私は物質化学類という化学を専門とする
学類に入りました。しかし、高校時代の私はそ
こまで化学が好きではなく、数学や地理の方
に興味・関心を抱いていました。それでもこの
学類に入ったのは、高校時代の先生が、「化
学は研究がまだあまり進んでいない分野もあ
るから面白いよ」と仰っていたからです。元々、
ものづくりや試行錯誤が好きだったので非常
に感銘を受けました。世界で誰もやっていな
い研究をして世界中の人を幸せにする、これ
が私の夢です。

機械工学類・２年

松井 優里さん

私は機械音痴です。また、高校の時に苦手な
教科は物理と数学でした。そんな私が機械工
学類に進んだのは父の助言があったからで
す。私には明確な将来の夢がありませんでし
た。父はそんな私に、機械に進んだらその先に
はいろいろな道が広がっていると教えてくれま
した。

実際に機械工学類に進むと、機械音痴な
私でも興味の持てる授業が多く、物理や数学
も嫌がらずに向き合えば面白いと感じるように
なりました。今、私は医療機械や福祉機械の
分野に関心を持っています。この道が自分の
進む道なのか、また、違う道なのかはまだ分か
りません。私の前にはたくさんの道が広がって
いるのだから。

電子情報学類・1年

ヌルル ナジュワさん

将来、私は素晴らしいソフトウェアエンジニ
アになりたいです。昔からずっとコンピュータや
ソフトウェアを作ることに興味がありました。ま
た、とても難しいと言われるプログラミングに
も興味がありました。今、私は、プログラミング
を深く学ぶために電子情報学類で勉強して
います。そして、夢を叶えて世界中の誰にでも
役立つソフトウェアを構築したいと思います。
私は夢を実現するため大学に入ったので、最
後まで頑張ります。

環境デザイン学類・２年

笹谷 直央さん

幼い頃から、物を作ったり、デザインをしたり
することが好きだったので、土木や建築を学
ぶこの学類に進学を決めました。しかし、勉強
するに当って、ある教科や分野に強いこだわ
りがあるわけではありませんでした。そのため
私の今の夢、目標は、自分の学びたいことを
自分の手で見つけるということです。自由度が
高く、多くの時間を与えられた大学生という時
間は本当に貴重だと感じます。この時間と環
境を大切にして日々様々なことを吸収していき
たいと思います。

自然システム学類・２年

笠原 奈々美さん

私はまだ大学を出てからどんな職業に就き
たいとか、どんなことをしたいというのがはっ
きりと決まっていません。自分のしたいことが
明確に決まっている人を見ると羨ましく感じま
す。現時点の私の夢は自分の進む道をしっか
りと決めることです。授業で学んで興味を
持ったことや自分で知りたいと思ったことを
積極的に調べることで自分がこれから何をし
ていきたいのかを見つけていきたいと思い
ます。

Dreams/Goals

誰もやっていない研究をして
世界中の人を幸せに

Dreams/Goals

Dreams/Goals

無限に広がる可能性
Dreams/Goals

素晴らしいソフトウェア
エンジニアになりたい

Dreams/Goals

自分で自分の道を
切り開きたい！

Dreams/Goals

自分のやりたいことを
見つける

Dreams/Goals

その他、こんなことができればいいな、あんなことに友交会が協力してくれないかなとのご要望が
ございましたら、ご連絡ください！

そのほかの事業就活・院試用の証明写真

理工学域友交会の事業として2回実施
●1回目／「目指せ700点！」毎週月・木曜日　16:30～18:30（11/10,14,17,21,24　全５回）
●2回目／「目指せ700点 TOEICテスト直前対策」毎週月・木曜日　16:30～18:30（12/15,19,22,1/16,19 全５回）

「TOEIC対策講座」に参加

自然システム学類・１年

中山 童夢さん

主な友交会事業のご紹介　
友交会が平成25年4月に設立されてはや丸4年！
友交会事業もニーズに応じて随時充実させていきます。

今回、私は、TOEIC対策セミナーを受講しました。なぜこ
れを受講したかというと、TOEICは今年度から、新形式に
変わり、今までより問題量が増えたり、一部、問題形式が変
わったりと、難しくなっていて、勉強をする際のポイントやど
のように学習したらスコアUPできるかなどを学ぶ良い機会
だと思ったからです。

先生はTOEICの各パートにおけるポイントや解き方のセ
オリーなどを実践的な演習で説明しながら、指導してくれま
した。様々なレベルの受講者がいる中で、一つ一つの質問
にしっかりと答えてくれ、わかりやすく進めてくれたので、皆
が充実した講座を受けられたと思います。毎回の講座の中
で、ポイントを押さえ、解き方のコツをつかんでいき、回を経
るごとに得点が上がり嬉しかったし、それがまた次のモチ
ベーションにつながりました。

今後も学んだポイントを押さえつつ、継続的な努力をし
て、さらなる得点の向上を目指したいと思います。講師の先
生、理工学域友交会様、このような講座を開いていただき、
ありがとうございました。

回を経るごとに得点が上がり
次のモチベーションに
つながりました。

数物科学類・４年

中山 健太さん

私はこれまで自分で購入した参考書や問題集を使って
勉強し、何度かTOEICを受けてきました。しかし、自分の
思っているほどの点数が取れず、自分の勉強法での限界を
感じていました。そこでTOEIC対策講座に今までとは違っ
た勉強方法を学ぼうと思い参加しました。講座ではTOEIC
のパートごとのポイントや問題を解くテクニックに加えて、今
後、継続的に英語を習得する勉強方法を知ることができま
した。講座は各問題のポイントを解説した後に、実際に問
題を解くという形で進められていました。また、配付される資
料には試験での頻出単語が記されており、今後の勉強に
役立つものだと感じました。講座の最終日には実際に模擬
試験を行い、これまでの成果を確認しました。結果は前回
受けたTOEIC試験の点数よりも70点ほど上がっており、講
座での成果を実感することができました。

今後はまず700点を達成し、その後は800、900点と段階
的に自分の目標を掲げ、それに向かって努力していきたいと
思います。

自分とは違う
勉強方法を学ぶ。

平成28年度
TOEIC
対策講座

1/30～1/31、3/6～3/7、3/14～3/15の
３回、３年生のみを対象とした「就活・院試
用の証明写真」撮影を実施しました。今回
は時期を見直し、金沢大学生協とのタイ
アップでプロのヘアメイク・ヘアセットを受け
た上で、撮影できるようになりました。

Yukokai
Projects

●にこ☆りこ Vol.4の発行
金沢大学の現状の取組みをご理解いただくために年

度途中に発行しました。

●各類主催事業への補助
各類が独自に行っている事業に補助を行っています。

例：学生と教員との懇談会、実験器具購入時の負担軽減
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金沢大学では、学域・学類という広い枠の中で基礎を学び、そこから自分にふさわしいテーマを見つけ、
専門分野に進んでいきます。学類学生は、４年生から研究室に配属されます。
各研究室の様子を学生に紹介してもらいました。

LABORATORIES
研 究 室 紹 介

数物科学類・４年

松平 湧也さん

自分で考え、
友人や先生とともに考える魅力

私が所属している名古屋研究室は、複素
解析学を用いた微分方程式の勉強をしてい
ます。ここでのゼミナールでは輪講という形
式で勉強をします。輪講とは、１つのテキス
トを皆で読み進め、その内容を順番に発表
し、発表内容に関して全員で議論するという
形式になります。

ここでは、わからないことも時間をかけて
考えることを通して、自分の数学を行ってい
くことができることが特徴です。また、自分
一人ではよくわからないことも、友人や先生と
ともに考え、アイデアを出すことによって、理

解の糸口になることも魅力の一つだと思いま
す。

また、現在は教員志望の学生が多い研究
室でもあります。ここでの経験もまた、将来
的に教職に就く際に役に立つと信じながら、
頑張っていきたいと思っています。

●ゼミ風景

物質化学類・４年

中村 慶祐さん

仲間と切磋琢磨して
それぞれの研究テーマに取り組んでいます

私が所属する分子機能解析化学研究室
では、主に機能性分子の開発を行っていま
す。私のテーマは、コーヒーに含まれるクロロ
ゲン酸とその生理活性物質である類縁体の
合成ルートの探索です。日々、新しい化合物
の合成に勤しんでいます。

研究室の規模は、物質化学類応用化学
コースの中で一番小さいですが、それ故に研
究室内での先輩後輩の関係が密であり、他
のテーマを研究する先輩方からも切り口の
異なる意見をいただけるので非常に勉強に
なります。最近は、学会に参加して他大学の

学生が研究している未知の分野に対して見
識を広めています。今後は進学し、成果を残
せるように研究や勉学に励んでいきたいと
思っています。

●実験の様子

機械工学類・４年

山崎 友輔さん

異なる研究分野に触れることができます

私の所属する機構設計研究室は、3つのグループに分
かれており、私は繊維機械グループに所属しています。そ
のグループの中でも合成繊維製造工程に関する研究や
CFRPの新しい製造方法に関する研究、さらには回転体
周りの空気流れシミュレーションなど非常に幅広い研究
が行われています。研究室内では学年や研究内容を問わ
ずに活発な議論が行われているため、各々が異なる分野
の研究に気軽に触れることができ、この点は本研究室の
大きな特徴の1つであると私は考えています。

毎週行われる合同ゼミでは、研究の進捗状況を学会
と同様にスライドを製作したうえで発表し、質疑応答を
行うことで学会や卒業論文発表に向けての予行演習を行
います。大学院の先輩や同級生の卒研学生や先生方か
らは鋭い質問が投げかけられるので、事前の準備にも手
を抜くことはできません。もちろん自分から先生方へ質問

に行くことも可能です。研究に行き詰ったときや今後の予
定についての相談なども行うことができるため、私はス
ムーズに卒業研究を進めることができました。
研究室内は非常に過ごしやすい雰囲気で、先輩方とも

気軽に会話することができます。食事会やレクリエーショ
ンなど各学生が親交を深めるイベントが多くあり、自然に
研究室になじむことができました。私は大学院への進学
が決まっていますので、来年研究室に入ってくる4年生に
も私と同じように本研究室に対して良い印象を持っても
らえるように努力したいと思います。また、大学院修了後
の就職に向けて本研究
室でしっかりと研究を
行い様々な経験を積み
たいと思います。

●普段の研究室の様子

電子情報学類・４年

近藤 史弥さん

たくさんの人から刺激を受けながら
研究に励んでいます

私が所属している電波通信工学研究室で
は、電波の可視化・波源探索やオーロラなど
電波に関する様々な研究を行うとともに金沢
大学独自の人工衛星「KANAZAWA- SAT3」1
号機の開発に取り組んでいます。この研究室
は、研究室外との交流が盛んであり、例えば
人工衛星の開発は、電子情報学類のみなら
ず他の学類の研究室や企業と協力して進め
ています。また、他大学の研究室とも交流が
あり、共同で研究をするだけでなく、互いの
研究内容について意見交換を行ったりするこ
ともあります。

自分と似た分野の研究をしている人との交
流は、様々な興味深い話を聞くこともでき、
とても刺激的なものです。このような機会を
大切にして、これからも研究に努めていきた
いと思い
ます。

●交流の深い研究室と合同で開催されたお花見

環境デザイン学類・４年

吉倉 良さん

現在、充実した時間を
過ごしています

私は大気環境工学研究室に所属し、「臭
気に及ぼすエアロゾル粒子に関する基礎研
究」というテーマで研究に取り組んでいま
す。たばこや線香の煙がフィルタを通ると、に
おいレベルはどの程度減少するのか、また、
喫煙者が動き回ることで、たばこのにおいは
どの程度広がるのかといった研究内容で
す。思いどおりの結果が出ないことも多いで
すが、研究室のメンバーや先生にアドバイス
をもらいながら研究に励んでいます。

毎週行われるゼミでは主に進捗報告会を
しています。報告を研究室のメンバー全員で

共有し、意見を出し合い、質問を受けること
で自分の研究に役立てることができ、有意義
な時間を過ごせています。

●研究室風景

自然システム学類・４年

古家 正規さん

目に見えないものを
測定してみたい

私の所属している松木研究室では、大気
中に存在している目には見えない微粒子（大
気エアロゾル）が気候にどのような影響を与
えるのかを多角的に研究しています。私は卒
業研究として、AFM（原子間力顕微鏡）とい
うナノオーダーの分解能を持つ顕微鏡を用
いて人工的に生成させた数百nmの個別粒
子の雲粒へのなりやすさを定量的に捉える
手法の確立を行っています。私の所属してい
る研究室において初めての試みなので、なか
なか結果が出なくて苦労していますが、試行
錯誤して結果が出たときの達成感はなんと

も言えないです。今後の目標としては、実際
に大気中に存在しているエアロゾルを卒業研
究で確立した手法を用いて測定を行ってい
きたいと考えています。

●AFM（原子間力顕微鏡）を使って試料観察
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では、主に機能性分子の開発を行っていま
す。私のテーマは、コーヒーに含まれるクロロ
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学生が研究している未知の分野に対して見
識を広めています。今後は進学し、成果を残
せるように研究や勉学に励んでいきたいと
思っています。
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機械工学類・４年

山崎 友輔さん
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私の所属する機構設計研究室は、3つのグループに分
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喫煙者が動き回ることで、たばこのにおいは
どの程度広がるのかといった研究内容で
す。思いどおりの結果が出ないことも多いで
すが、研究室のメンバーや先生にアドバイス
をもらいながら研究に励んでいます。

毎週行われるゼミでは主に進捗報告会を
しています。報告を研究室のメンバー全員で

共有し、意見を出し合い、質問を受けること
で自分の研究に役立てることができ、有意義
な時間を過ごせています。
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古家 正規さん

目に見えないものを
測定してみたい

私の所属している松木研究室では、大気
中に存在している目には見えない微粒子（大
気エアロゾル）が気候にどのような影響を与
えるのかを多角的に研究しています。私は卒
業研究として、AFM（原子間力顕微鏡）とい
うナノオーダーの分解能を持つ顕微鏡を用
いて人工的に生成させた数百nmの個別粒
子の雲粒へのなりやすさを定量的に捉える
手法の確立を行っています。私の所属してい
る研究室において初めての試みなので、なか
なか結果が出なくて苦労していますが、試行
錯誤して結果が出たときの達成感はなんと

も言えないです。今後の目標としては、実際
に大気中に存在しているエアロゾルを卒業研
究で確立した手法を用いて測定を行ってい
きたいと考えています。

●AFM（原子間力顕微鏡）を使って試料観察
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大学院自然科学研究科では、高度な研究・教育を通じて世界の学術発展に寄与できる人材を育成しています。
博士前期課程は、学類での基礎教育を発展させて総合性、学際性に富んだ職業人と研究者を養成するとともに、
独創性豊かな高度な研究者の養成を目的とする博士後期課程への基礎課程としての教育が行われます。
博士前期課程の学生に高度な研究の一端を紹介してもらいました。

大学院生の
Research

私の研究分野は、数理科学というニッチな分野で
す。この分野を大雑把にいいますと、人間の手で解く
のが難しい数学の問題をパソコンを使って解くこと、
いわゆるシミュレーションをしています。私がこの分野
を選んだ理由は、パソコンでのプログラミングが好き
であること、また、文字の羅列である数式をシミュ
レーションをすることによって、実際に目に見える形
となるので、面白いと感じたためです。 

研究分野とその研究分野を選んだ
理由を教えてください。Q

A

数物科学専攻・Ｍ２年

加藤 純平さん

私の研究では、ペニテンテのシミュレーションをし
ています。そもそもペニテンテとは何ですかということ
ですが、ペニテンテとは特定の地域で観測される氷で
できた構造物です。この構造物ができる原因として、
その地域の気候（太陽光線や温度など）が条件だろ
うと言われていますが、その詳しい条件は分かってい
ません。そこで私の研究では、その地域での気候条
件をパラメータとする数式を考え、そして実際にシミュ
レーションをすることによってその振る舞いを観察し
ています。 

どんな研究をしているか、
教えてください。Q

A

研究で大変なことは、なかなか思うように進まない
ときです。その原因が、自分が見落としているだけなの
か、単にプログラミングのミスなのかトライ＆エラーの
繰り返しです。ですが、その反面、上手くいったときは
とてつもない達成感が得られます。 

研究をしていて楽しいことや
大変なことはありますか？ Q

A

常に目的意識を持つことです。というのも、シミュ
レーション結果や研究の状況によって、今、自分がど
こにいるのか彷徨うことがよくあるからです。次に何
をすべきか明確に定め、そのためにどのようにス
テップを踏んでいくべきか常に意識することを心掛
けています。

あなたの研究上の
モットーは何ですか？ Q

A

研究で悩むことも多々ありますが、それでもモチ
ベーションを維持し続けられるのは、自分が興味を
持っているからだと感じています。研究室選びの際
に、自分が興味があること、やりたいことを明確に
しておくとよいと思います。そうすれば知的好奇心に
満たされたキャンパスライフを送ることができると考
えます。

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。Q

A

Penitente（ペニテンテ）：氷河と雪で覆われたアンデス山脈やヒマラヤ山脈
などで観測されますが、形成の詳しい条件は分かっていません
（写真はwikipediaより引用）

●ペニテンテの1次元シミュレーション

私はバイオインフォマティクス研究室に所属し、血
管内皮細胞の細胞核蛍光動画像に対する自動追跡
手法について研究しています。指導教員である広瀬修
助教が研究について楽しそうに語る姿を見て、わくわ
くした研究ができるのではないかと感じたのでこの研
究分野を選びました。 

研究分野とその研究分野を選んだ
理由を教えてください。

電子情報科学専攻・Ｍ１年

田村 正幸さん

ネズミの大動脈が作られていく様子を共焦点顕微
鏡で撮影した動画から細胞核を自動で追跡する手法
を研究しています。血管という狭い空間に細胞が密集
していて細胞が重なって見えるため、「あれ？今の細胞
どこに消えたんだろう？」「この細胞はどこから湧いて
きたんだろう？」といったように、目で見ていても非常
に追跡が難しい題材です。この追跡の自動化によっ
て、細胞の集団が精緻な機能体を形成する仕組みの
解明につながるのではないかと考えています。血管内
皮細胞の他には、線虫の神経細胞の追跡も行ってい
ます。

どんな研究をしているか、
教えてください。

学会に向けて他人の書いたプログラムを編集し実験
を行っていたときに突然OSが暴走してしまい、プログ
ラムが動かなくなってしまいました。動かなくなった原
因はわかりませんでしたが、幸いにも実験のデータは
残っていたので、そのデータを使って学会を乗り切るこ
とができました。ちなみに、その時のエピソードを思い
出しながらこの原稿を書いていたらプログラムが動か
なくなった原因をつかむことができました。 

研究に関することで、印象に残っている
エピソード等はありますか？

研究は私の生活そのものです。「食う・寝る・研
究」そんな充実した毎日を送っています。 

わたしにとって研究とは、
ずばり、「○○○○」です。

研究発表前などの勝負どころで頑張りがきくように、
日頃から健康的な生活を心がけると良いと思います。

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。 

パーフェクトトラッキングです。追跡の精度をどんど
ん向上させ、最終的には完全な追跡を行いたいと考え
ています。 

今後の目標を教えてください！ 

●研究室の仲間と！
●線虫の顕微鏡画像

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A
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大学院自然科学研究科では、高度な研究・教育を通じて世界の学術発展に寄与できる人材を育成しています。
博士前期課程は、学類での基礎教育を発展させて総合性、学際性に富んだ職業人と研究者を養成するとともに、
独創性豊かな高度な研究者の養成を目的とする博士後期課程への基礎課程としての教育が行われます。
博士前期課程の学生に高度な研究の一端を紹介してもらいました。

大学院生の
Research

私の研究分野は、数理科学というニッチな分野で
す。この分野を大雑把にいいますと、人間の手で解く
のが難しい数学の問題をパソコンを使って解くこと、
いわゆるシミュレーションをしています。私がこの分野
を選んだ理由は、パソコンでのプログラミングが好き
であること、また、文字の羅列である数式をシミュ
レーションをすることによって、実際に目に見える形
となるので、面白いと感じたためです。 

研究分野とその研究分野を選んだ
理由を教えてください。Q

A

数物科学専攻・Ｍ２年

加藤 純平さん

私の研究では、ペニテンテのシミュレーションをし
ています。そもそもペニテンテとは何ですかということ
ですが、ペニテンテとは特定の地域で観測される氷で
できた構造物です。この構造物ができる原因として、
その地域の気候（太陽光線や温度など）が条件だろ
うと言われていますが、その詳しい条件は分かってい
ません。そこで私の研究では、その地域での気候条
件をパラメータとする数式を考え、そして実際にシミュ
レーションをすることによってその振る舞いを観察し
ています。 

どんな研究をしているか、
教えてください。Q

A

研究で大変なことは、なかなか思うように進まない
ときです。その原因が、自分が見落としているだけなの
か、単にプログラミングのミスなのかトライ＆エラーの
繰り返しです。ですが、その反面、上手くいったときは
とてつもない達成感が得られます。 

研究をしていて楽しいことや
大変なことはありますか？ Q

A

常に目的意識を持つことです。というのも、シミュ
レーション結果や研究の状況によって、今、自分がど
こにいるのか彷徨うことがよくあるからです。次に何
をすべきか明確に定め、そのためにどのようにス
テップを踏んでいくべきか常に意識することを心掛
けています。

あなたの研究上の
モットーは何ですか？ Q

A

研究で悩むことも多々ありますが、それでもモチ
ベーションを維持し続けられるのは、自分が興味を
持っているからだと感じています。研究室選びの際
に、自分が興味があること、やりたいことを明確に
しておくとよいと思います。そうすれば知的好奇心に
満たされたキャンパスライフを送ることができると考
えます。

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。Q

A

Penitente（ペニテンテ）：氷河と雪で覆われたアンデス山脈やヒマラヤ山脈
などで観測されますが、形成の詳しい条件は分かっていません
（写真はwikipediaより引用）

●ペニテンテの1次元シミュレーション

私はバイオインフォマティクス研究室に所属し、血
管内皮細胞の細胞核蛍光動画像に対する自動追跡
手法について研究しています。指導教員である広瀬修
助教が研究について楽しそうに語る姿を見て、わくわ
くした研究ができるのではないかと感じたのでこの研
究分野を選びました。 

研究分野とその研究分野を選んだ
理由を教えてください。

電子情報科学専攻・Ｍ１年

田村 正幸さん

ネズミの大動脈が作られていく様子を共焦点顕微
鏡で撮影した動画から細胞核を自動で追跡する手法
を研究しています。血管という狭い空間に細胞が密集
していて細胞が重なって見えるため、「あれ？今の細胞
どこに消えたんだろう？」「この細胞はどこから湧いて
きたんだろう？」といったように、目で見ていても非常
に追跡が難しい題材です。この追跡の自動化によっ
て、細胞の集団が精緻な機能体を形成する仕組みの
解明につながるのではないかと考えています。血管内
皮細胞の他には、線虫の神経細胞の追跡も行ってい
ます。

どんな研究をしているか、
教えてください。

学会に向けて他人の書いたプログラムを編集し実験
を行っていたときに突然OSが暴走してしまい、プログ
ラムが動かなくなってしまいました。動かなくなった原
因はわかりませんでしたが、幸いにも実験のデータは
残っていたので、そのデータを使って学会を乗り切るこ
とができました。ちなみに、その時のエピソードを思い
出しながらこの原稿を書いていたらプログラムが動か
なくなった原因をつかむことができました。 

研究に関することで、印象に残っている
エピソード等はありますか？

研究は私の生活そのものです。「食う・寝る・研
究」そんな充実した毎日を送っています。 

わたしにとって研究とは、
ずばり、「○○○○」です。

研究発表前などの勝負どころで頑張りがきくように、
日頃から健康的な生活を心がけると良いと思います。

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。 

パーフェクトトラッキングです。追跡の精度をどんど
ん向上させ、最終的には完全な追跡を行いたいと考え
ています。 

今後の目標を教えてください！ 

●研究室の仲間と！
●線虫の顕微鏡画像
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アメリカ・フロリダ有意義だったフロリダ留学

教育実習体験記
理工学域では、学類・コースによりますが、所定の単位を履修することにより、中学校教諭一種免許（数学、理科）、高等学校教諭一種免許（数学、理
科、情報、工業）を取得することができます。免許取得のために実習を行った体験談を紹介します。
実際に取得できる資格等は、http://www.t.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/20_se/graduation/shikaku.htmlをご覧ください

留学体験記

留学体験記
金沢大学では、学生が海外留学を通じて「一生の宝物」となる経験を得られるよう応援しています。本学の支援制度に基づき、留学された体験をいく
つか紹介します。「海外留学してみたい！」と思われた方は、まず下記のwebを通じて自分が知りたい情報を収集してください。
金沢大学＞教育＞国際交流・留学関係　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/international

物質化学類・４年

山根 夕実さん
私は平成28年5月に出身高校で教育実習を行いま

した。期間は2週間、担当した教科は化学です。教
員はかなりハードな仕事であるとは知っていました
が、実際に体験してみると想像以上のものでした。
2週間のなかで実際に授業を行ったのは5コマ程

度でしたが、1コマの授業を作るのに教材研究や授
業プリントや指導案の作成、実験を行う場合は事
前に練習をするなど非常に多くの時間が必要でし
た。それに加えて、実習中は授業だけでなく授業の
反省会、先生方や他の実習生の授業の見学なども

あり、睡眠時間を削る日々が続きました。本当に
大変でしたが、その分、自分の授業で生徒が理解
してくれたときや演示実験で生徒が驚いて興味を
持ってくれたときに大きな喜びを感じることができ
ました。
改めて教員はやりがいのある仕事だと思い、教員

を目指す後押しをしてくれるとても貴重な体験とな
りました。平成29年度からは教員として働くことが
決まっていますが、実習で得たものを糧に頑張って
いきたいと思います。

数物科学類・１年

梶原 勇輝さん
夏休みの２週間を使って、アメリカのフロリダに

留学しました。数学を専門に勉強したかったので、
英語で書かれた学術論文を読み、自分の論文を
発表できる英語力を身につけたくて今回、参加し
ました。
実際行ってみると、ホストファミリーの方 と々キャ

ンプをしたり、いろんな国の人と卓球をしたり、とて
も楽しくて充実して過ごすことができました。また、
コンピューターを使ってリスニングと発音を鍛える授
業があり、発音が上手な上位5名はランキングに貼り

出されるのですが、僕はその授業でずっと１位をとる
ことができました。これによって、自分の英語は世界
でもちゃんと通用するんだという自信を持つことが
できました。更に、海外の友達も何人か作れまし
た。日本人同士だと言葉が通じても友達になれると
は限りませんが、外国人とは、互いに言いたいこと
が伝わるだけで会話できることの喜びを共感でき
るので、すぐに友達になれるのだと思います。
英語力の向上はまだまだ必要ですが、このフロリ

ダ留学はとても楽しくて有意義なものでした。　

カナダ：ブリティッシュコロンビア大学海外だからこその経験に感動！次に繋がる一歩！

物質化学専攻・D3年

堀 優太さん

私は7月の8日間バンクーバーに滞在し、ブリ
ティッシュコロンビア大学(UBC)で開催された国
際会議に出席し、研究発表を行いました。発表自
体は事前の準備もあり、大きな問題もなく行うこと
ができました。自分の発表日以外は、他の先生方
の発表を聞きました。自身の英語能力と専門分野
の違いなどにより、具体的な内容は理解できませ

んでした。しかし、発表スタイルは例え話やジェス
チャーを交えるなどわかり易さを重視し、様々な聴
衆を意識した発表が多く見受けられました。また、
研究の外枠のとらえ方がダイナミックであり、研究
発表を通して研究の魅せ方や考え方を新たに学ぶ
ことができ、今後の研究活動の幅を更に広げるこ
とができました。
滞在中は現地の先生の計らいにより、観光や

UBCの日本人留学生と交流することができました。
バンクーバーの街並みはきれいで、飲食物はどれも
とても美味しかったです。また、日本食が多く、夏季
は21:30まで明るいことに衝撃を受けました。
今回が初めての海外渡航の上に一人での発表で不

安でしたが、発表や生活を通して、会話は英語能力
ではなく相手に伝える意思が大切だと学びました。

アメリカ・テネシー大切なのは積極性！

機械工学類・１年

島田 琢己さん
私が今回の留学を希望したのは、大学受験で必
死に勉強した英語を現地で使えるかどうか試した
かったというのが主な理由です。結果からいうと、
相手が何を言っているのか全く分かりませんでし
た。2週間という短い留学で積極的に英語を使い、
相手の言うことをよく聞いたりして最後の方はなん
とか簡単なコミュニケーションをとれるようになりま
した。しかし、私は、ある程度自信をもっていた英
語を現地で全然使いこなせていないことがとても
悔しかったです。このため、これから英語を話せて
聞けるように勉強してもう一回留学に挑戦したいと
思いました。留学で少し英語力が上昇したことより

も、このように感じられたことが一番の収穫だった
と思います。
また、留学は英語に関すること以外にも得られる

ものがあると思いました。それは、積極的に行動す
る力です。留学先では日本人の先生はおらず、わか
らないことが多いので自分で英語を使い、いろいろ
なことを聞いたりしなければなりません。また、自分
から行動しないと現地のイベントに参加したり、
友達を作ることもできません。私はこの留学を通し
て、英語に対するモチベーション、行動力、ここに
は書いていないことも含め様々なものが得られ、と
ても良い体験ができたと思います。

韓国：光州科学技術院なにごとにも積極的にchallenge!

自然システム学専攻・M1年

村本 慎仁さん

私は平成28年8月14日から1週間、大学のプログ
ムで韓国に留学しました。初日には、ソウルを観光
し、15日からは光州市にある光州科学技術院に行き
ました。派遣先の大学では環境に関する研究室で
学生の前で発表やディスカッションを行いました。も
ちろん、会話はすべて英語で自分が思っていること
がしっかり伝わっているか、相手の英語をしっかり
理解できているかとても不安で、英語でコミュニ
ケーションをとることの難しさを痛感しました。
しかし、研究室のメンバーとディスカッションを

重ねるうちにうまくコミュニケーションをとることが
できました。また、海外の学生は研究に対してはも
ちろん何事にも積極的で、受け身になりがちな私

にとって学生から学ぶことがとても多かったです。
今回の留学では、日本では体験できないような

貴重な体験をたくさんできました。このような機会
を与えてくれた方々、留学を支えてくださった方々に
感謝したいと思います。ありがとうございました。

●ディスカッション風景

●パーティで（一番右側が村本さん）

●ライトアップされた州議事堂

●バンクーバーからビクトリアへと
　渡るフェリーにて

国際会議発表奨励金を利用

ETICコース 環境技術海外研修を利用

平成29年度理工学域・自然科学研究科  海外派遣公式プログラム等一覧
備考（概算費用、対象となる奨学金制度等）単位定員

全国で 
1000人

20名×2回

30名

B35+A15名

10名

12名

10名

4名

国際研修B（学類生、２単位） 

GS異文化体験（共通教育２単位） 

GS異文化体験（共通教育１単位）、
国際研修A（専門１単位）
各学類インターンシップ科目（学類生）、
国際研究インターンシップ（大学院生、２単位） 
国際研修B（1,2年生、2単位）、特別講義（数物
科学国際研修Ａ・Ｂ）（3年生以上、2単位）

学外技術体験実習B（学類生、２単位）、
国際研究インターンシップ（大学院生、２単位） 

文部科学省が実施する全国の学生を対象とした留学支援制度。奨学金（12万円又は
16万円）、渡航費(10万円又は20万円)、授業料（上限30万円/年）等、広く支援される。
50万円程度。ホームステイ
金沢大学スタディアブロード奨学金制度に応募可能
30万円程度。ホームステイ
JASSO A海外派遣奨学金対象（７万円の補助、成績基準有）
20万円程度。JASSO A, B海外派遣奨学金対象

（14万円の補助、成績基準有）
20万円程度。大学寮利用
JASSO A海外派遣奨学金対象（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（６万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（韓国７万円、中国６万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（８万円の補助、成績基準有）

期間国名プログラム名・内容対象学生

全学生

理工学域１、２年生

理工学域２年生

理工学域３年生以上、
自然研大学院生

数物科学類生

数物科学類生ほか

機械工学類生

自然システム学類
（生物学コース）
自然システム学類

（地球学コース）

自然研ETIC特別コース

数物科学専攻M、D

トビタテ！留学JAPAN

（フロリダ工科大附設ELS）アメリカ短期語学研
修プログラム

（ホーチミン市立工科大）専門研修／英語研
修パッケージプログラム

（キングモンクット王工科大）研究室滞在短期
留学プログラム

チェコ工科大での数物科学研修プログラム

バンドン工科大学現地学生交流プログラム

マレーシア工科大学研修プログラム

中国（浙江大学、上海交通大学）ラボツアープ
ログラム  
ミャンマー（マンダレー工科大、ヤンゴン工科
大）ラボツアープログラム 

ボルネオ大学・熱帯林での共同調査

フィリピン国立大学ディリマン校での実習「プレートの沈み
込みに伴う自然災害の実体とその対策、アウトリーチ」

韓国、中国の大学研究室滞在

トゥール大学との数学・理論物理学研修プログ
ラム

任意

米国

ベトナム

タイ

チェコ

インドネシア

マレーシア

中国

ミャンマー

インドネシア

フィリピン

韓国、中国

フランス

３ヶ月以上

２週間

8/24～9/6
（２週間）
８～９月

（１ヶ月間）

３週間

２週間

２．５ヶ月

電子情報学類生

※JASSO　A；理工グローバル研修プログラム　※JASSO　B：モンクット王工科大学トンブリ校（タイ）との理工系教育研修プログラム

●寮の玄関で撮影
　（右から2番目が島田さん）

●一緒に学んだ友達

全学生
理工学域１、２年生
理工学域２年生
理工学域３年生以上、
自然研大学院生
数物科学類生
機械工学類生

数物科学類生ほか
自然システム学類

（生物学コース）
自然研ETIC特別コース
数物科学専攻M、D
自然システム学類

（地球学コース）

09   NIKO RIKO



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アメリカ・フロリダ有意義だったフロリダ留学

教育実習体験記
理工学域では、学類・コースによりますが、所定の単位を履修することにより、中学校教諭一種免許（数学、理科）、高等学校教諭一種免許（数学、理
科、情報、工業）を取得することができます。免許取得のために実習を行った体験談を紹介します。
実際に取得できる資格等は、http://www.t.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/20_se/graduation/shikaku.htmlをご覧ください

留学体験記

留学体験記
金沢大学では、学生が海外留学を通じて「一生の宝物」となる経験を得られるよう応援しています。本学の支援制度に基づき、留学された体験をいく
つか紹介します。「海外留学してみたい！」と思われた方は、まず下記のwebを通じて自分が知りたい情報を収集してください。
金沢大学＞教育＞国際交流・留学関係　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/international

物質化学類・４年

山根 夕実さん
私は平成28年5月に出身高校で教育実習を行いま

した。期間は2週間、担当した教科は化学です。教
員はかなりハードな仕事であるとは知っていました
が、実際に体験してみると想像以上のものでした。
2週間のなかで実際に授業を行ったのは5コマ程

度でしたが、1コマの授業を作るのに教材研究や授
業プリントや指導案の作成、実験を行う場合は事
前に練習をするなど非常に多くの時間が必要でし
た。それに加えて、実習中は授業だけでなく授業の
反省会、先生方や他の実習生の授業の見学なども

あり、睡眠時間を削る日々が続きました。本当に
大変でしたが、その分、自分の授業で生徒が理解
してくれたときや演示実験で生徒が驚いて興味を
持ってくれたときに大きな喜びを感じることができ
ました。
改めて教員はやりがいのある仕事だと思い、教員

を目指す後押しをしてくれるとても貴重な体験とな
りました。平成29年度からは教員として働くことが
決まっていますが、実習で得たものを糧に頑張って
いきたいと思います。

数物科学類・１年

梶原 勇輝さん
夏休みの２週間を使って、アメリカのフロリダに

留学しました。数学を専門に勉強したかったので、
英語で書かれた学術論文を読み、自分の論文を
発表できる英語力を身につけたくて今回、参加し
ました。
実際行ってみると、ホストファミリーの方 と々キャ

ンプをしたり、いろんな国の人と卓球をしたり、とて
も楽しくて充実して過ごすことができました。また、
コンピューターを使ってリスニングと発音を鍛える授
業があり、発音が上手な上位5名はランキングに貼り

出されるのですが、僕はその授業でずっと１位をとる
ことができました。これによって、自分の英語は世界
でもちゃんと通用するんだという自信を持つことが
できました。更に、海外の友達も何人か作れまし
た。日本人同士だと言葉が通じても友達になれると
は限りませんが、外国人とは、互いに言いたいこと
が伝わるだけで会話できることの喜びを共感でき
るので、すぐに友達になれるのだと思います。
英語力の向上はまだまだ必要ですが、このフロリ

ダ留学はとても楽しくて有意義なものでした。　

カナダ：ブリティッシュコロンビア大学海外だからこその経験に感動！次に繋がる一歩！

物質化学専攻・D3年

堀 優太さん

私は7月の8日間バンクーバーに滞在し、ブリ
ティッシュコロンビア大学(UBC)で開催された国
際会議に出席し、研究発表を行いました。発表自
体は事前の準備もあり、大きな問題もなく行うこと
ができました。自分の発表日以外は、他の先生方
の発表を聞きました。自身の英語能力と専門分野
の違いなどにより、具体的な内容は理解できませ

んでした。しかし、発表スタイルは例え話やジェス
チャーを交えるなどわかり易さを重視し、様々な聴
衆を意識した発表が多く見受けられました。また、
研究の外枠のとらえ方がダイナミックであり、研究
発表を通して研究の魅せ方や考え方を新たに学ぶ
ことができ、今後の研究活動の幅を更に広げるこ
とができました。
滞在中は現地の先生の計らいにより、観光や

UBCの日本人留学生と交流することができました。
バンクーバーの街並みはきれいで、飲食物はどれも
とても美味しかったです。また、日本食が多く、夏季
は21:30まで明るいことに衝撃を受けました。
今回が初めての海外渡航の上に一人での発表で不

安でしたが、発表や生活を通して、会話は英語能力
ではなく相手に伝える意思が大切だと学びました。

アメリカ・テネシー大切なのは積極性！

機械工学類・１年

島田 琢己さん
私が今回の留学を希望したのは、大学受験で必

死に勉強した英語を現地で使えるかどうか試した
かったというのが主な理由です。結果からいうと、
相手が何を言っているのか全く分かりませんでし
た。2週間という短い留学で積極的に英語を使い、
相手の言うことをよく聞いたりして最後の方はなん
とか簡単なコミュニケーションをとれるようになりま
した。しかし、私は、ある程度自信をもっていた英
語を現地で全然使いこなせていないことがとても
悔しかったです。このため、これから英語を話せて
聞けるように勉強してもう一回留学に挑戦したいと
思いました。留学で少し英語力が上昇したことより

も、このように感じられたことが一番の収穫だった
と思います。
また、留学は英語に関すること以外にも得られる

ものがあると思いました。それは、積極的に行動す
る力です。留学先では日本人の先生はおらず、わか
らないことが多いので自分で英語を使い、いろいろ
なことを聞いたりしなければなりません。また、自分
から行動しないと現地のイベントに参加したり、
友達を作ることもできません。私はこの留学を通し
て、英語に対するモチベーション、行動力、ここに
は書いていないことも含め様々なものが得られ、と
ても良い体験ができたと思います。

韓国：光州科学技術院なにごとにも積極的にchallenge!

自然システム学専攻・M1年

村本 慎仁さん

私は平成28年8月14日から1週間、大学のプログ
ムで韓国に留学しました。初日には、ソウルを観光
し、15日からは光州市にある光州科学技術院に行き
ました。派遣先の大学では環境に関する研究室で
学生の前で発表やディスカッションを行いました。も
ちろん、会話はすべて英語で自分が思っていること
がしっかり伝わっているか、相手の英語をしっかり
理解できているかとても不安で、英語でコミュニ
ケーションをとることの難しさを痛感しました。
しかし、研究室のメンバーとディスカッションを
重ねるうちにうまくコミュニケーションをとることが
できました。また、海外の学生は研究に対してはも
ちろん何事にも積極的で、受け身になりがちな私

にとって学生から学ぶことがとても多かったです。
今回の留学では、日本では体験できないような

貴重な体験をたくさんできました。このような機会
を与えてくれた方々、留学を支えてくださった方々に
感謝したいと思います。ありがとうございました。

●ディスカッション風景

●パーティで（一番右側が村本さん）

●ライトアップされた州議事堂

●バンクーバーからビクトリアへと
　渡るフェリーにて

国際会議発表奨励金を利用

ETICコース 環境技術海外研修を利用

平成29年度理工学域・自然科学研究科  海外派遣公式プログラム等一覧
備考（概算費用、対象となる奨学金制度等）単位定員

全国で 
1000人

20名×2回

30名

B35+A15名

10名

12名

10名

4名

国際研修B（学類生、２単位） 

GS異文化体験（共通教育２単位） 

GS異文化体験（共通教育１単位）、
国際研修A（専門１単位）
各学類インターンシップ科目（学類生）、
国際研究インターンシップ（大学院生、２単位） 
国際研修B（1,2年生、2単位）、特別講義（数物
科学国際研修Ａ・Ｂ）（3年生以上、2単位）

学外技術体験実習B（学類生、２単位）、
国際研究インターンシップ（大学院生、２単位） 

文部科学省が実施する全国の学生を対象とした留学支援制度。奨学金（12万円又は
16万円）、渡航費(10万円又は20万円)、授業料（上限30万円/年）等、広く支援される。
50万円程度。ホームステイ
金沢大学スタディアブロード奨学金制度に応募可能
30万円程度。ホームステイ
JASSO A海外派遣奨学金対象（７万円の補助、成績基準有）
20万円程度。JASSO A, B海外派遣奨学金対象

（14万円の補助、成績基準有）
20万円程度。大学寮利用
JASSO A海外派遣奨学金対象（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（６万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（７万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（韓国７万円、中国６万円の補助、成績基準有）
JASSO A海外派遣奨学金対象

（８万円の補助、成績基準有）

期間国名プログラム名・内容対象学生

全学生

理工学域１、２年生

理工学域２年生

理工学域３年生以上、
自然研大学院生

数物科学類生

数物科学類生ほか

機械工学類生

自然システム学類
（生物学コース）
自然システム学類

（地球学コース）

自然研ETIC特別コース

数物科学専攻M、D

トビタテ！留学JAPAN

（フロリダ工科大附設ELS）アメリカ短期語学研
修プログラム

（ホーチミン市立工科大）専門研修／英語研
修パッケージプログラム

（キングモンクット王工科大）研究室滞在短期
留学プログラム

チェコ工科大での数物科学研修プログラム

バンドン工科大学現地学生交流プログラム

マレーシア工科大学研修プログラム

中国（浙江大学、上海交通大学）ラボツアープ
ログラム  
ミャンマー（マンダレー工科大、ヤンゴン工科
大）ラボツアープログラム 

ボルネオ大学・熱帯林での共同調査

フィリピン国立大学ディリマン校での実習「プレートの沈み
込みに伴う自然災害の実体とその対策、アウトリーチ」

韓国、中国の大学研究室滞在

トゥール大学との数学・理論物理学研修プログ
ラム

任意

米国

ベトナム

タイ

チェコ

インドネシア

マレーシア

中国

ミャンマー

インドネシア

フィリピン

韓国、中国

フランス

３ヶ月以上

２週間

8/24～9/6
（２週間）
８～９月

（１ヶ月間）

３週間

２週間

２．５ヶ月

電子情報学類生

※JASSO　A；理工グローバル研修プログラム　※JASSO　B：モンクット王工科大学トンブリ校（タイ）との理工系教育研修プログラム

●寮の玄関で撮影
　（右から2番目が島田さん）

●一緒に学んだ友達

全学生
理工学域１、２年生
理工学域２年生
理工学域３年生以上、
自然研大学院生
数物科学類生
機械工学類生

数物科学類生ほか
自然システム学類

（生物学コース）
自然研ETIC特別コース
数物科学専攻M、D
自然システム学類

（地球学コース）
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インターン先のトレーナーとともにトレーニングを受けた仲間と
最終日に会社入口で記念撮影

北京大学セミナー議論の様子

今回のインターンシップに先立つ後藤さんの準備と本学の支援

中国科学院高能物理研究所インターンシップ先

インターンシップ体験記
学生が、自分の適性や職に就くことの意義を体験し考える機会となり、
将来進むべき方向を見極め、学んでいる科目等の検証の参考とするもので、
近年特に重要な位置づけとなっています。体験者の感想を伺いました。

Internship

数物科学専攻Ｄ２年

後藤 弘光さん

私はアカデミアで活躍する博士人材を目指しています。研究交流や発信を行うとともに将
来の人脈形成を目的として、平成28年10月から約1ヶ月、中国科学院の高能物理研究所にイ
ンターンシップを行いました。研究所では受入先のグループミーティングでの議論や研究所
に所属する学生に対する研究セミナーを実施し、自由に使える時間を用いて、研究発信やビ
ジターとの交流を深めました。海外からのビジターも多い活発な研究所だったこともあり、普
段は話すことのできない著名なビジターとも交流ができた貴重な機会でした。また、研究所
主催のスクールに参加し、ポスター発表を実施した際には、北京大学助教の方に興味を
持っていただき、滞在期間中に北京大学でも研究セミナーをする機会を得ることができまし
た。挑戦から得られる経験や繋がりを自ら作ろうとする努力の大切さを体験をもって学ぶこ
とができたインターンシップでした。

●文科省のトビタテ！留学JAPANで平成27年7月に同研究所へ留学
●本学の博士後期課程を対象とする産学連携イノベーション人材養成コース

では研究機関へのインターンシップも単位認定化することで、インターン
シップに参加することを積極的に支援

●本学新学術創成研究機構高等教育部門の海外研究留学派遣制度によ
り、本インターンシップにおける滞在費を負担

ARRK（P+Z Engineering）インターンシップ先

機械工学類４年

堀田 俊介さん

ドイツのミュンヘンにて、３週間という短さではありますが、自動車のシミュレーション解
析を行っている株式会社アークでのインターンシップに参加しました。月～金曜日の朝９時
～夕方4時ごろまでシミュレーションソフトの使用法から自動車衝突時のエアバック等の基
礎的シミュレーションのトレーニングを行いました。トレーニングではみんな積極的に発言
し、質疑のやり取りが絶え間なく行われていました．最初の１週間はまわりの積極さと慣れ
ない英語でのトレーニングに圧倒されるばかりでしたが、インプットするばかりではなく自分
のアイデアをアウトプットすることに心がけ、質の高い日々を過ごすことができました。

インターンシップが夕方の早めに終わる日が多かったので、ほとんど夕食はUバーン（地下
鉄）でマリエンプラッツ等の繁華街に出かけて、ドイツ料理やビールを堪能しました．日常的
にスピード感のある英語に触れあうことができ、自分自身の可能性を広げる良い刺激となり
ました。海外インターンシップに参加できて本当に良かったです。

インターンシップ先の株式会社アークは、自動車業界及び家電業界のメー
カーの試作品製作を中心に世界5極（欧州・ASEAN・中国・日本・米国）にて
ビジネスを展開している会社であり、本学の鈴木康夫理事（特命担当・工学部
卒業生）が代表取締役社長を務めています。

同社のエンジニアリング事業本部はドイツのP＋Zエンジニアリング社に本
部機能を置いており、同社のご厚意でP＋Zエンジニアリング社が現地の学生
向けに開催しているプログラムを海外インターンシッププログラムとして提供い
ただいています。

【メールアドレス】
kanazawauniv.sl@gmail.com
twitter、Facebookもやってます。
金沢大学サイエンスラボで検索！ 

現在、雲作成中！

気圧を実感してもらうために
みんなで綱引き！

サイエンス☆ラボ：数物科学類・３年

吉川 健人さん

「課外活動」とは、正課の授業以外に学生自身が組織的かつ自主的に行うもので、金沢大学には文化系、
体育系の多数のサークル・同好会等があり、先輩・後輩、仲間とのさまざまな交流を通して、
豊かな人間性を育む場が多彩に用意されています。
今回は、理工学域の学生が中心となって活動する団体をご紹介します。

～金沢大学サイエンス☆ラボ～課外活動紹介

金沢大学サイエンス☆ラボは、石川県
の子どもたちに"科学の面白さ"を伝えるた
めに演示実験の開発&実践を行っている
学生団体です。メンバーは主に理工学域
と人間社会学域学校教育学類の学生で
構成されています。主な活動は、金沢子ど
も科学財団や科学館などから依頼を受
けて、小学生対象の実験教室を開催する
ことです。おおむね年に5～10回開催して
います。

さらに、理工学域のオープンキャンパス
「ふれてサイエンス&てくてくテクノロ
ジー」にも毎年5つ程度の企画を出してい
ます。また、金沢から能登に企画を持って
行き、「のとサイエンスワールド」を開催し
ています。 

どんな活動をしているか、
教えてください。

Q

A

最も気を付けていることは、子どもたち
の目線に立って内容を組み立てることで
す。子どもたちが実際に手を動かして実験
を行いながら楽しく科学を学べるよう心
がけています。

活動上、心がけていることは
何ですか？ 

Q

A

科学が大好きな人、
ぜひサイエンス☆ラボへ！
学年・学域問わずメンバーを募集して

います！
出張の実験教室の依頼も随時受け付

けています！

最後に一言Q

A

実験教室の内容のレベルの調節が一
番大変です。例えば、実験教室のテーマ
を「光」にしたとき、我々が色を認識する
ことについて考えると大学で学習する内
容かそれ以上にまで深くなってしまいま
す。それを子どもたちにわかりやすく伝え
るにはどのような流れでどのように説明し
たら良いかをメンバー内でいつも議論し
ています。大学の専門の先生方に質問し
たり、子どもたちの目線に立って考えるな
ど様々な視点で考えることができるため、
自分たちの理解も深まります。実験教室
で行う内容は大学の専門の先生方に間
違いがないか確認をしてもらっているの
ですが、審査が厳しく、少し大変です(笑)

しかし、活動の一つ一つがすべて自分
たちの学びにつながっているのでとてもや
りがいがあり、楽しいです。 

活動をしていて楽しいこと、
大変なことを教えてください。

Q

A
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Yell！

理学と工学は、自然科学にかかる基礎と応用の学問であり、多様
な専門分野の知識と方法論を体系化することで発展しています。特
に、専門と専門の学際領域やそれを超えた学融合の動きは活発で、
これが科学・技術を進化させ、同時に理学と工学を接近させていま
す。要素を還元する分析科学は、真理を探究するうえでパワフルで
すが、メゾスケールでの協力現象を認識する要素統合は、実践に繋
がる革新的な科学として期待されます。例えば、新素材におけるナノ
テクノロジーであり、先制医療におけるゲノム科学です。
人間は、科学・技術、産業・経済、生活・文化を基本とした生産

活動を営んでいます。自然科学は、このような生産活動の上流にあっ
て科学・技術を先導し、製品やサービスを市民の生活に提供するこ
とで、高度な社会を創り上げてきました。先端的な科学・技術はいよ
いよ重要ですが、地球温暖化など自然環境への影響を踏まえた先
端は、より先を見た先端です。そして、高度化した社会は、人類が持
続的に発展するうえで様々な問題を孕んでいます。社会のための科
学・技術が問われ、自然と社会の総合科学が求められる今、自然科
学を守備する大学およびそこに学ぶ学生の責任は重大です。
理工学域・学類は、以上のような視点に立って、従来の学部の壁

を取り払い、学科を組み替えた新たな組織と制度をもって設計され
ています。まず、自分が勉強したい学類の大きな枠組みに所属し、そ
のうえで自分のやりたい専門のコースを選択し、これをコアとして学
んでいく。主体的な学びには、これは大変重要なことです。学類内
の他コースや学域内の他学類の存在は、自分の専門を中心とした専
門領域の広がりです。もちろん、学びの中心は所属するコースです
が、学類やコースの教育プログラムを通して、専門と専門の学際、基
礎と応用、自然と科学、技術と社会の関わりを学び、かつ感じ取るこ
とが、専門の学びを高めてくれるはずです。
皆さんには、理工学域友交会の支援事業を積極的に利用するとと

もに、会員相互の交流を深めていただきたい。学域学類制、そして総
合大学で学んだメリットを存分に引き出すことで、高度な専門性と広
い視野が培われることを期待いたします。

現在、理工学域で学んでいるみなさんには無限の可能性があります。
夢や希望、将来に向かってまっしぐらに走っている途中ですが、少し立ち止まってみませんか。
本学で長く教鞭をとられた先生から皆さんへ贈るエールをいただきました。
先達のお話をゆっくり噛みしめて下さい。

在学生へ

林 勇二郎
先生

ご略歴

林先生は、昭和45年4月に本学工学部講師として着任、
昭和46年4月に助教授に、昭和56年10月に教授にご昇
任（専門は熱工学）。
平成11年9月から20年3月まで本学の学長を務められ、
平成20年４月の8学部25学科・課程から3学域16学類へ
の改組の舵取り役を務められました。本学ご退職後は、国
立高等専門学校機構理事長などを歴任されています。

はやし ゆうじろう

櫻井 勝
先生

ご略歴

今から９年前、金沢大学から学部という名前が消え、代わりに学域
という、それまでどこにも使われたことのなかった名前の付いた教育
単位が生まれた。出身学部はどちらですかと尋ねられれば、工学部で
す、理学部ですと普通は返す。でも、理工学域ですと答えると、相手は
一瞬戸惑った表情をするし、こちらも少し引いてしまうような感じでも
あった。それから9年。今では、理工学域が聞いた方によって理工学
部と翻訳され、違和感もなくなった様子。学域が市民権を得、理工学
域にも友交会ができた。その友交会報に、在学生を元気づけるような
文を書いてほしいと頼まれ、引き受けたものの多少とまどっている。
半世紀以上前のことだか、私にも学生時代があった。勉学の上で

はそれほど勤勉な学生とはいえなかった。休日はたいがい昆虫採集に
出かけており、1年の時には100日以上も山に入っていた。平日は、専
門領域に関係ない本ばかりを読んで夜更かしし、時には明け方にな
り、その結果授業をさぼることもたびたびだった。幸い、学生実験は
午後に集中していたので、これだけはまじめに出ていた。こんな学生
時代を持つ者に、後輩に語るに足るような体験があろうはずもない。
それに、失敗体験も成功体験も、つまるところ個々人のうちに止まる
ことであり、他人には何の足しにもならない。それよりも、本を読み、
自らを磋（みが）くことを勧めたい。（切磋琢磨の磨は「する」と読
む。）小説やノンフィクションも頭休めには良いが、もう少し重い本も
取り混ぜて数多く読むことを勧める。同じ本を繰り返し読んでも良い
し、手当たり次第に読むのも良い。理解が届かなくても、飛ばし飛ば
しに読んでも良い。このようにして、自分の肌にしっくりとなじむ本に
出合ったら、それは幸せと言うものである。そのような本に、学生時代
に是非にも出会ってほしい。学生時代にある諸氏は、人生で最も多感
で、しかも最も怖いもののないときである。
諸氏は、実験的ともいえる、工学部と理学部が一体となり、応用と

基礎という、いわばいわれない垣根を取り払った、国立大学としてはと
てもユニークな教育組織で学んでいる。近い時代に、AI（人工知
能）が、人が職業として為しているかなりの部分を人にとって代わる
かもしれない、と言われている。しかし、理工学域という地（知）の利
を生かし、理工の枠を超えて学び、自らを磋き、AIの時代にも社会の
一隅を照らす人材にならんと、志を高く持って欲しい。そこに至る手段
の一は、若き日に古今東西の書に親しむに如かずともいえる。

櫻井先生は、昭和56年1月に本学理学部助教授として
着任し、平成4年4月に教授にご昇任（専門は比較内分
泌学）。
平成20年4月から平成26年3月まで本学の理事／副学
長を務め、本学の運営にご尽力されました。本学ご退職
後は、サイエンスヒルズこまつの「ひととものづくり科学館」
の館長などを歴任されています。

さくらい しょう

※写真は工学部の前身である金沢高等工業学校の全景

工学部（旧）が
創立100周年を迎えます

大学で学んだ知識で社会に貢献！

様々な分野で活躍する金沢大学理工学域・自然科学研究科の卒業生・修了生に
在学中のこと、就職活動、現在の仕事等について伺いました。

金沢大学では、学生が希望に満ちた将来を描けるよう様々な就職支援を行っています。
詳細は、Webをご参照ください。
金沢大学＞教育＞進学/就職
https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/employment活躍する卒業生　

北陸電力株式会社七尾支社
電力部変電保守課
平成24年4月就職

博士前期課程
電子情報科学専攻
平成23年度修了

安田 崇寛さん

私は金沢大学で学部・大学院を卒業し、平成
24年4月に弊社に入社しました。弊社では発電所
で作られた電力を送電線と変電所からなる電力
ネットワークで輸送し、配電線を使ってお客様の
元へと届けています。現在、私は変電所設備の運
転・保守・修繕を行っています。この仕事を選ん
だ理由は在学中に学んだ知識を活かし、社会や
多くの方々に貢献できると考えたからです。日々の
巡視や点検で異常の兆候を発見し、早期に対策
を取り、変電所の安全・安定した運転を実現でき
たときがこの仕事の醍醐味です。
在学中に学んだ電気回路・高電圧プラズマ工
学は仕事上の基礎知識となり、設計・シミュレー
ション業務にも臆することなく取り組んでいます。
また、研究室で培われた主体性や実行力といっ
た社会人基礎力も非常に役立っています。

就職活動では特に面接中に、明るくハキハキと
話すことを心掛け、自分を過度に演出せず自然体
で臨みました。「何をしたいのか」「何に興味があ
るのか」を今一度見つめ直し、自身が最も輝ける
就職先を見つけてください。

理工学域は平成20（2008）年に当時の金沢大
学理学部と工学部が一緒になって発足し、現在も
多くの学類やコースにおいて工学分野の教育研
究が行われています。工学部は大正9（1920）年
に金沢市小立野の地に創設された金沢高等工業
学校を前身としています。全国で11番目に
設置された高等工業教育機関であり、土
木工学科、機械工学科、応用化学科から
構成され、初回の入学者は112名でした。
昭和19（1944）年に金沢工業専門学校に
改称された後、昭和24（1949）年に金沢
大学工学部が発足しました。平成17
（2005）年に小立野を離れて角間キャン
パスに移転したときには、土木建設工学
科、機能機械工学科、物質化学工学科、
電気電子システム工学科、人間・機械工
学科、情報システム工学科の６学科、入
学定員は449名までに発展しました。ま

た、創設から現在まで合計3万名余りの工学分野
の卒業生を輩出しています。今から3年後の平成
32（2020）年に前身校から数えて工学部は創立
100周年を迎えます。これを記念して創立100周
年記念行事を理工学域で開催する予定です。

雪が降ると
心配が増えます

指さし確認でＯＫ！　

林 勇二郎先生

からのYell！
櫻井 勝先生

からのYell！
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Yell！

理学と工学は、自然科学にかかる基礎と応用の学問であり、多様
な専門分野の知識と方法論を体系化することで発展しています。特
に、専門と専門の学際領域やそれを超えた学融合の動きは活発で、
これが科学・技術を進化させ、同時に理学と工学を接近させていま
す。要素を還元する分析科学は、真理を探究するうえでパワフルで
すが、メゾスケールでの協力現象を認識する要素統合は、実践に繋
がる革新的な科学として期待されます。例えば、新素材におけるナノ
テクノロジーであり、先制医療におけるゲノム科学です。
人間は、科学・技術、産業・経済、生活・文化を基本とした生産

活動を営んでいます。自然科学は、このような生産活動の上流にあっ
て科学・技術を先導し、製品やサービスを市民の生活に提供するこ
とで、高度な社会を創り上げてきました。先端的な科学・技術はいよ
いよ重要ですが、地球温暖化など自然環境への影響を踏まえた先
端は、より先を見た先端です。そして、高度化した社会は、人類が持
続的に発展するうえで様々な問題を孕んでいます。社会のための科
学・技術が問われ、自然と社会の総合科学が求められる今、自然科
学を守備する大学およびそこに学ぶ学生の責任は重大です。
理工学域・学類は、以上のような視点に立って、従来の学部の壁

を取り払い、学科を組み替えた新たな組織と制度をもって設計され
ています。まず、自分が勉強したい学類の大きな枠組みに所属し、そ
のうえで自分のやりたい専門のコースを選択し、これをコアとして学
んでいく。主体的な学びには、これは大変重要なことです。学類内
の他コースや学域内の他学類の存在は、自分の専門を中心とした専
門領域の広がりです。もちろん、学びの中心は所属するコースです
が、学類やコースの教育プログラムを通して、専門と専門の学際、基
礎と応用、自然と科学、技術と社会の関わりを学び、かつ感じ取るこ
とが、専門の学びを高めてくれるはずです。
皆さんには、理工学域友交会の支援事業を積極的に利用するとと

もに、会員相互の交流を深めていただきたい。学域学類制、そして総
合大学で学んだメリットを存分に引き出すことで、高度な専門性と広
い視野が培われることを期待いたします。

現在、理工学域で学んでいるみなさんには無限の可能性があります。
夢や希望、将来に向かってまっしぐらに走っている途中ですが、少し立ち止まってみませんか。
本学で長く教鞭をとられた先生から皆さんへ贈るエールをいただきました。
先達のお話をゆっくり噛みしめて下さい。

在学生へ

林 勇二郎
先生

ご略歴

林先生は、昭和45年4月に本学工学部講師として着任、
昭和46年4月に助教授に、昭和56年10月に教授にご昇
任（専門は熱工学）。
平成11年9月から20年3月まで本学の学長を務められ、
平成20年４月の8学部25学科・課程から3学域16学類へ
の改組の舵取り役を務められました。本学ご退職後は、国
立高等専門学校機構理事長などを歴任されています。

はやし ゆうじろう

櫻井 勝
先生

ご略歴

今から９年前、金沢大学から学部という名前が消え、代わりに学域
という、それまでどこにも使われたことのなかった名前の付いた教育
単位が生まれた。出身学部はどちらですかと尋ねられれば、工学部で
す、理学部ですと普通は返す。でも、理工学域ですと答えると、相手は
一瞬戸惑った表情をするし、こちらも少し引いてしまうような感じでも
あった。それから9年。今では、理工学域が聞いた方によって理工学
部と翻訳され、違和感もなくなった様子。学域が市民権を得、理工学
域にも友交会ができた。その友交会報に、在学生を元気づけるような
文を書いてほしいと頼まれ、引き受けたものの多少とまどっている。
半世紀以上前のことだか、私にも学生時代があった。勉学の上で

はそれほど勤勉な学生とはいえなかった。休日はたいがい昆虫採集に
出かけており、1年の時には100日以上も山に入っていた。平日は、専
門領域に関係ない本ばかりを読んで夜更かしし、時には明け方にな
り、その結果授業をさぼることもたびたびだった。幸い、学生実験は
午後に集中していたので、これだけはまじめに出ていた。こんな学生
時代を持つ者に、後輩に語るに足るような体験があろうはずもない。
それに、失敗体験も成功体験も、つまるところ個々人のうちに止まる
ことであり、他人には何の足しにもならない。それよりも、本を読み、
自らを磋（みが）くことを勧めたい。（切磋琢磨の磨は「する」と読
む。）小説やノンフィクションも頭休めには良いが、もう少し重い本も
取り混ぜて数多く読むことを勧める。同じ本を繰り返し読んでも良い
し、手当たり次第に読むのも良い。理解が届かなくても、飛ばし飛ば
しに読んでも良い。このようにして、自分の肌にしっくりとなじむ本に
出合ったら、それは幸せと言うものである。そのような本に、学生時代
に是非にも出会ってほしい。学生時代にある諸氏は、人生で最も多感
で、しかも最も怖いもののないときである。
諸氏は、実験的ともいえる、工学部と理学部が一体となり、応用と

基礎という、いわばいわれない垣根を取り払った、国立大学としてはと
てもユニークな教育組織で学んでいる。近い時代に、AI（人工知
能）が、人が職業として為しているかなりの部分を人にとって代わる
かもしれない、と言われている。しかし、理工学域という地（知）の利
を生かし、理工の枠を超えて学び、自らを磋き、AIの時代にも社会の
一隅を照らす人材にならんと、志を高く持って欲しい。そこに至る手段
の一は、若き日に古今東西の書に親しむに如かずともいえる。

櫻井先生は、昭和56年1月に本学理学部助教授として
着任し、平成4年4月に教授にご昇任（専門は比較内分
泌学）。
平成20年4月から平成26年3月まで本学の理事／副学
長を務め、本学の運営にご尽力されました。本学ご退職
後は、サイエンスヒルズこまつの「ひととものづくり科学館」
の館長などを歴任されています。

さくらい しょう

※写真は工学部の前身である金沢高等工業学校の全景

工学部（旧）が
創立100周年を迎えます

大学で学んだ知識で社会に貢献！

様々な分野で活躍する金沢大学理工学域・自然科学研究科の卒業生・修了生に
在学中のこと、就職活動、現在の仕事等について伺いました。

金沢大学では、学生が希望に満ちた将来を描けるよう様々な就職支援を行っています。
詳細は、Webをご参照ください。
金沢大学＞教育＞進学/就職
https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/employment活躍する卒業生　

北陸電力株式会社七尾支社
電力部変電保守課
平成24年4月就職

博士前期課程
電子情報科学専攻
平成23年度修了

安田 崇寛さん

私は金沢大学で学部・大学院を卒業し、平成
24年4月に弊社に入社しました。弊社では発電所
で作られた電力を送電線と変電所からなる電力
ネットワークで輸送し、配電線を使ってお客様の
元へと届けています。現在、私は変電所設備の運
転・保守・修繕を行っています。この仕事を選ん
だ理由は在学中に学んだ知識を活かし、社会や
多くの方々に貢献できると考えたからです。日々の
巡視や点検で異常の兆候を発見し、早期に対策
を取り、変電所の安全・安定した運転を実現でき
たときがこの仕事の醍醐味です。
在学中に学んだ電気回路・高電圧プラズマ工
学は仕事上の基礎知識となり、設計・シミュレー
ション業務にも臆することなく取り組んでいます。
また、研究室で培われた主体性や実行力といっ
た社会人基礎力も非常に役立っています。

就職活動では特に面接中に、明るくハキハキと
話すことを心掛け、自分を過度に演出せず自然体
で臨みました。「何をしたいのか」「何に興味があ
るのか」を今一度見つめ直し、自身が最も輝ける
就職先を見つけてください。

理工学域は平成20（2008）年に当時の金沢大
学理学部と工学部が一緒になって発足し、現在も
多くの学類やコースにおいて工学分野の教育研
究が行われています。工学部は大正9（1920）年
に金沢市小立野の地に創設された金沢高等工業
学校を前身としています。全国で11番目に
設置された高等工業教育機関であり、土
木工学科、機械工学科、応用化学科から
構成され、初回の入学者は112名でした。
昭和19（1944）年に金沢工業専門学校に
改称された後、昭和24（1949）年に金沢
大学工学部が発足しました。平成17
（2005）年に小立野を離れて角間キャン
パスに移転したときには、土木建設工学
科、機能機械工学科、物質化学工学科、
電気電子システム工学科、人間・機械工
学科、情報システム工学科の６学科、入
学定員は449名までに発展しました。ま

た、創設から現在まで合計3万名余りの工学分野
の卒業生を輩出しています。今から3年後の平成
32（2020）年に前身校から数えて工学部は創立
100周年を迎えます。これを記念して創立100周
年記念行事を理工学域で開催する予定です。

雪が降ると
心配が増えます

指さし確認でＯＫ！　

林 勇二郎先生

からのYell！
櫻井 勝先生

からのYell！
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理工学域友交会に関すること
〒920-1192　金沢市角間町 金沢大学理工系事務部総務課
TEL：076（234）6821,6826  MAIL：s-somu@adm.kanazawa-u.ac.jp
友交会 http://www.t.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/
 20_se/yukokai/index.html

金沢大学理工系事務部学生課
TEL:076（234）6831,6837  MAIL：s-kyomu@adm.kanazawa-u.ac.jp

金沢大学の取組み

学生に関すること

ご連絡・お問合せ先

表紙の写真

新しい組織

将来の教育体制

将来の研究体制

設置予定の学類

現在の学類

理工研究域に先端製造技術開発推進センターを設置！ ●上部の写真
　構内通路から見た自然科学本館（春）
●下部の写真
　集中講義を行うジャン＝ピエール・ソヴァージュ先生

※表紙写真の説明は、裏表紙にあります。
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数物科学類、物質化学類、機械工学類、
フロンティア工学類（仮称）、電子情報通信学類（仮称）、
地球社会基盤学類（仮称）、生命理工学類（仮称）

数物科学類、物質化学類、機械工学類、
電子情報学類、環境デザイン学類、自然システム学類

平成28年4月に学士課程・
大学院課程における基幹教育
（学士課程、修士課程及び
博士課程それぞれの教育の
基盤をなす教養的教育）を推
進する「国際基幹教育院」が
設置されました。

１　平成30年度に本学と北陸先端科学技術大学院大学との共同
申請による分野融合型の共同大学院として「融合科学共同専
攻（仮称）」を設置し、「科学技術イノベーション」を担う高度専
門人材を養成します。

２　平成30年４月からさらなる理学と工学の分野融合的な観点
を基盤とし、新たな価値を創出できる理工系人材を養成するた
め、これまでの 6学類を7学類に改組する予定です 。

また、改組に合わせ、本学の環日本海域環境研究センター臨海
実験施設近くに海洋に関する教育研究実験施設の整備計画も進
めています。
これらの改組に伴い、入試制度も変わります
●理工3学類（機械工学類、フロンティア工学類（仮称）、電子情

報通信学類（仮称））に前期一括入試が導入されます。
●理系後期一括入試が導入されます。
●後期試験では、大学入試センター試験「英語」で外部試験ス

コアの提出が可能になります。

このセンターは、個性や感性に応じた個別設計・生産を迅速に
行う次世代スマート設計生産システムを構築し、工作機械メー
カーが集積する石川県という地域性を活かし、産学連携・国際連
携による第4次産業革命を主導する製造業の競争力強化のための
拠点となることを目的として、以下の3つの部門を擁して平成28年
10月に設立されました。

●機械学習を活用した革新的設計部門
●ＡＭやロボットを用いた革新的製造部門
●ＣＦＲＰ成形法と応用部門

※AMとは：いままでの切削加工ではなく、AM（付加製造（Addit ive 
Manufacturing））は材料の付着によって立体物をつくる加工法

※CFRPとは：炭素繊維強化プラスチック（Carbon Fiber Reinforced 
Plastics）。金属に代わる様々な用途が想定されています。

（平成29年3月現在予定）

※平成28年度入学生から，2学期4クォーター制で授業を実施
※青字は自然科学研究科博士前期課程入試関係事項

平成29年度キャンパススケジュール

理工学域関係事項

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

春季休業（～4/9まで）
共通教育科目履修ガイダンス
2年生オリエンテーション（～4/6まで）
編入学オリエンテーション（4/4,4/6）
2年生教員免許･介護等体験ガイダンス
学類オリエンテーション（～4/5まで）
定期健康診断（新入生）（～4/6まで）
3・4年生平成28年度後期成績通知表交付（～4/6まで）
入学宣誓式
定期健康診断（在学生）（～4/27まで）
春季休業終了
前期・第1クォーター授業開始
教育実習事前指導（数学・理科）
教育実習開始（期間2・4週間）
介護等体験事前指導
編入学試験（B・C選抜）
第1クォーター授業終了
第2クォーター授業開始
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学願書（数物科学専攻、
物質化学専攻化学コースを除く）受付（～6/16まで）
編入学試験（A・B選抜）
平成30年度入学試験(推薦・一般選抜B試験）
平成30年度入学試験(推薦）合格者発表
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学願書（数物科学専攻、
物質化学専攻化学コース）受付（～7/26まで）
理学の広場
夏季休業期間開始（～9/30まで）
キャンパスビジット（～8/8まで）
夏季一斉休業期間（～8/16まで）
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学試験(一般選抜)（～8/23まで）
附属学校教育実習開始（期間4週間）
平成29年度(10月期入学)･平成30年度入学試験(一般選抜)合格者発表
9月卒業者学位記授与式
平成29年度前期成績通知表交付
10月期入学宣誓式
後期・第3クォーター授業開始
大学祭休講（～10/30まで）
ふれてサイエンス＆てくてくテクノロジー
教員免許状申請手続締切(卒業予定者)
推薦入試Ⅰ
第3クォーター授業終了
第4クォーター授業開始
冬季休業開始（～1/8まで）
教育実習事後指導（数学・理科）
授業再開
大学入試センター試験に伴う休講
大学入試センター試験（～1/14まで）
春季休業期間開始（～3/31まで）
TOEIC-IP（1年生）（～2/14まで）
平成30年度入学者選抜試験個別学力検査（前期日程）
平成30年度入学者選抜試験個別学力検査（後期日程）
学位記授与式、伝達式

日 曜日月

30年

1 土
3 月

4 火

7 金

9 日
10 月
上 旬

中 旬
27 土
7 水
8 木
12 月

24 土
8 土
19 水
20 木

上 旬
4 金
7 月
11 金
22 火
上 旬
1 金
26 火
下 旬
1 日
2 月
27 金
下 旬
上 旬
下 旬
1 金
4 月
27 水
下 旬
9 火
12 金
13 土
10 土
13 火
25 日
12 月
22 木


